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照会先

〒100-0006 東京都千代田区有楽町１−12−１

農林中金アカデミー研修企画部

TEL　03−3217−3065

お知らせ

弊社は 2022 年４月に移転を予定しています。
移転後の所在地，電話番号等は，後日，弊社ホームページ

（https://nc-academy.co.jp）でお知らせいたします。

第50回

Ver.1.0



目　　　　　　次
問 1
問 2
問 3
問 4
問 5
問 6
問 7
問 8
問 9
問 10
問 11
問 12
問 13
問 14
問 15
問 16
問 17
問 18
問 19
問 20
問 21
問 22
問 23
問 24
問 25
問 26
問 27
問 28
問 29
問 30
問 31
問 32
問 33
問 34
問 35
問 36
問 37
問 38
問 39
問 40
問 41
問 42
問 43
問 44
問 45
問 46
問 47
問 48
問 49
問 50

業務経験の棚卸…………………………………………………………………………………… 　1
担当者と管理者の違い…………………………………………………………………………… 　2
管理者に求められるスキル……………………………………………………………………… 　3
棚卸の方法………………………………………………………………………………………… 　4
棚卸に活かすためのマネジメントの基礎知識………………………………………………… 　5
管理者に必要なスキル…………………………………………………………………………… 　6
対人的側面のコンピテンシー…………………………………………………………………… 　7
思考的側面のコンピテンシー…………………………………………………………………… 　8
資質的側面のコンピテンシー…………………………………………………………………… 　9
不足しているスキルを補う方法………………………………………………………………… 　10
渉外部門の管理者に求められる資質的側面のコンピテンシー……………………………… 　11
融資部門の管理者に求められる能力…………………………………………………………… 　12
窓口部門の管理者に求められる対人影響力・集団活性化力………………………………… 　13
苦手な業務の克服………………………………………………………………………………… 　14
部下を活用した苦手な業務への対応…………………………………………………………… 　15
仕事の割当………………………………………………………………………………………… 　16
業績目標の設定…………………………………………………………………………………… 　17
コンプライアンスの徹底………………………………………………………………………… 　18
部下の労務管理…………………………………………………………………………………… 　19
部下の人事考課…………………………………………………………………………………… 　20
部下の指導・育成………………………………………………………………………………… 　21
情報管理・融資予約・浮貸の防止……………………………………………………………… 　22
優越的地位の濫用・他職への関与制限・士業制限…………………………………………… 　23
事務手続上の留意点……………………………………………………………………………… 　24
貯金の払戻………………………………………………………………………………………… 　25
高齢者名義の貯金への対応……………………………………………………………………… 　26
貯金の差押・振込の取消………………………………………………………………………… 　27
謝絶時の説明・融資先の査定…………………………………………………………………… 　28
業績悪化先への対応……………………………………………………………………………… 　29
販売ルールの遵守………………………………………………………………………………… 　30
販売後のアフターフォロー……………………………………………………………………… 　31
営業店における業務の効率化…………………………………………………………………… 　32
管理者の役割……………………………………………………………………………………… 　33
部下のモチベーションアップ…………………………………………………………………… 　34
副支店長に求められるスキル…………………………………………………………………… 　35
部下の様子を見極める方法……………………………………………………………………… 　36
仕事の遅れている部下への対応………………………………………………………………… 　37
業務を効率化する訪問計画の立案方法………………………………………………………… 　38
プレイングマネージャーとして活動する際に構築する体制………………………………… 　39
プレイングマネージャーが立てるべきスケジュール………………………………………… 　40
ほかのメンバー等に協力をお願いする際の留意点…………………………………………… 　41
若手職員への理解………………………………………………………………………………… 　42
若手職員とのコミュニケーション……………………………………………………………… 　43
部下のメンタルへの配慮………………………………………………………………………… 　44
パート職員のモチベーション向上……………………………………………………………… 　45
パート職員と接する際のポイント……………………………………………………………… 　46
年上のパート職員が部下である………………………………………………………………… 　47
商品や手続きの部下への徹底…………………………………………………………………… 　48
商品知識の習得…………………………………………………………………………………… 　49
人脈を活かした情報の集め方…………………………………………………………………… 　50



業 務 経 験 の 棚 卸

正解（2）	 正解率　56.9％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 1，P11，「棚卸をすることで業務の効率化に取り組むことも可能」

参照。

Ｂ．業務経験の棚卸では，これまでに経験していない業務を明確にでき，研修や通信教育で

早めに手を打つことができる。よって適切でない。テキスト 1，P9，「手続方法などを過

不足なく答えられるようにすることが大切」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 1，P10，「手続方法などを過不足なく答えられるようにすること

が大切」参照。

Ｄ．支店長はすべての業務について理解する必要があり，業務の棚卸を行って，経験してい

ない業務について理解しておくことが必須である。よって適切でない。テキスト 1，P12， 

「将来支店長になったときにも棚卸が役に立ってくる」参照。

以上のことより，適切なものは A．と C．であり，（2）が本問の正解である。（ 1） 農林中金アカデミー

連動する通信教育講座の内容や各種規定（統一版等）に基づき解答してください。

［問 1］　管理者の心構えについて述べた次の文章のうち，適切なものはいくつある
か，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．業務の棚卸では，担当する部署で行う業務の流れをイメージするだけでなく，
それぞれの業務の法的根拠やコンプライアンス面の問題点まで踏み込んだ理解
が求められる。

Ｂ．業務の棚卸においては，特に，これまでに経験のある業務について研修を受け
たり，通信教育で学習したりできることがメリットである。

Ｃ．業務経験の棚卸をすることによって，自分が苦手としているものが明確になり，
それを克服することができる。

Ｄ．支店長はすべての業務について管理していかなければならず，業務の棚卸とは
相性が良くないといえる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 2］　担当者と管理者の違いについて述べた次の文章のうち，適切でないものを
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者がプレイングマネージャーである場合，担当者としての目標達成だけ
でなく，目標未達の担当者がいることで全体の目標が未達とならないように注
意する必要がある。

（２）　管理者は，部下の存在意義を認め，コミュニケーションをよく取り，意見や
提案に耳を傾けたうえで指導する必要がある。

（３）　管理者は，上司から部下に対する指示の伝達役であるため，上司の指示事項
は自らの言葉に置き換えずにそのまま部下へ伝える必要がある。

（４）　管理者は，組織全体を見渡し，組織の中の人すべてが円滑に仕事ができるよ
う，管理することが求められる。
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担当者と管理者の違い

正解（3）	 正解率　95.8％	

解　説

（1）適切である。テキスト 1，P14，「担当者と管理者の違いを理解しておこう」参照。

（2）適切である。テキスト 1，P16，「部下の支援をして「輝かせる」ことが管理者には大切」

参照。

（3）管理者は，上司の指示事項を理解し，分かりやすく具体的に，かつ上司からの指示事項

の主旨を違えずに，自らの言葉で部下に伝える必要がある。よって適切でない。テキスト 1，

P17，「上司と部下双方から信頼され情報が集まる環境を作る」参照

（4）適切である。テキスト 1，P18，「上司と部下双方から信頼され情報が集まる環境を作る」

参照。

以上のことより，適切でないものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 1） 農林中金アカデミー

連動する通信教育講座の内容や各種規定（統一版等）に基づき解答してください。

［問 1］　管理者の心構えについて述べた次の文章のうち，適切なものはいくつある
か，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．業務の棚卸では，担当する部署で行う業務の流れをイメージするだけでなく，
それぞれの業務の法的根拠やコンプライアンス面の問題点まで踏み込んだ理解
が求められる。

Ｂ．業務の棚卸においては，特に，これまでに経験のある業務について研修を受け
たり，通信教育で学習したりできることがメリットである。

Ｃ．業務経験の棚卸をすることによって，自分が苦手としているものが明確になり，
それを克服することができる。

Ｄ．支店長はすべての業務について管理していかなければならず，業務の棚卸とは
相性が良くないといえる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 2］　担当者と管理者の違いについて述べた次の文章のうち，適切でないものを
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者がプレイングマネージャーである場合，担当者としての目標達成だけ
でなく，目標未達の担当者がいることで全体の目標が未達とならないように注
意する必要がある。

（２）　管理者は，部下の存在意義を認め，コミュニケーションをよく取り，意見や
提案に耳を傾けたうえで指導する必要がある。

（３）　管理者は，上司から部下に対する指示の伝達役であるため，上司の指示事項
は自らの言葉に置き換えずにそのまま部下へ伝える必要がある。

（４）　管理者は，組織全体を見渡し，組織の中の人すべてが円滑に仕事ができるよ
う，管理することが求められる。
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管理者に求められるスキル

正解（2）	 正解率　95.8％	

解　説

（1）適切である。テキスト 1，P21，「仕事が遅れている部下への対応も求められる」参照。

（2）部下が分かりやすく商品を説明できないときやお客様からの質問に答えられないとき

は，部下の代わりに補足説明をしてあげるなどのフォローも求められる。よって適切でな

い。テキスト 1，P20，「万一に備えて「説明できる状態」を整えておこう」参照。

（3）適切である。テキスト 1，P21，「仕事が遅れている部下への対応も求められる」参照。

（4）適切である。テキスト 1，P22，「若手職員に応じた細心の配慮が必要に」参照。

以上のことより，適切でないものは（2）であり，（2）が本問の正解である。

（ 2）農林中金アカデミー

［問 3］　管理者に求められるスキルについて述べた次の文章のうち，適切でないも
のを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者には，残業時間の管理への配慮が必要となっており，限られた時間を
有効活用し実績を上げるため，部下を管理して仕事の効率を高めることが求め
られる。

（２）　預かり資産のセールスで部下と同行訪問する場合，部下の成長を促すために，
商品説明等のフォローは極力控えた方がよい。

（３）　手間のかかる案件を複数同時に抱え込んでいる部下に対しては，どの案件を
最優先で対応しなければならないのか指導する必要がある。

（４）　「最近の若者は精神的に弱い」と指摘されることが多く，心身のバランスを
崩して退職してしまうなどを回避するためにも，若手職員とのコミュニケー
ションには相応の留意が必要である。

［問 4］　棚卸の方法について述べた次の文章のうち，適切なものはいくつあるか，
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．経験してきた仕事を見つめ直し，自分がどんな環境で，どんな仕事に取り組ん
だときにやりがいや喜びを感じるのかを突き止めることは，今後のキャリアの
方向性を考えるうえで大切な要素となる。

Ｂ．自分史の作成を通し，ありのままの自分と向き合い，自分は完全な人間である
と自己肯定感を高めることが，管理者として成功する確率を高めることにつな
がる。

Ｃ．棚卸で自身の強みと弱みが何となく明らかになってきたら，強みに磨きをかけ
るよりも，まずは弱みを補強することを考えなければならない。

Ｄ．未経験業務の棚卸について，これまで配属されたことのない部署の場合，その
部署にどんな業務があるかを，経験者などから事前に情報を仕入れておくとよ
い。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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棚 卸 の 方 法

正解（2）	 正解率　47.8％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 1，P29，「就業後の出来事について見つめ直してみよう」参照。

Ｂ．自分史の作成を通し，ありのままの自分と向き合い，自分は完全な人間ではないと自覚

することが，管理者として成功する確率を高める。よって適切でない。テキスト 1，P33，「行

動を起こした動機や結果を見て感じたことも記入しておこう」参照。

Ｃ．棚卸で明らかになった自分の強みは，これからのマネジメントの基礎であるため更に磨

きをかけ，弱みは自分自身で補強や改善をする，または組織のメンバーに任せるといった

対策を取る必要があるが，これらに優先順位はなく，双方とも非常に重要な項目である。

よって適切でない。テキスト 1，P34，「自身の強みや弱みを発見しマネジメントに活用」

参照。

Ｄ．適切である。テキスト 1，P37，「個々の業務についてどの程度分かっているか考える」

参照。

以上のことより，適切なものは A．と D．であり，（2）が本問の正解である。

（ 2）農林中金アカデミー

［問 3］　管理者に求められるスキルについて述べた次の文章のうち，適切でないも
のを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者には，残業時間の管理への配慮が必要となっており，限られた時間を
有効活用し実績を上げるため，部下を管理して仕事の効率を高めることが求め
られる。

（２）　預かり資産のセールスで部下と同行訪問する場合，部下の成長を促すために，
商品説明等のフォローは極力控えた方がよい。

（３）　手間のかかる案件を複数同時に抱え込んでいる部下に対しては，どの案件を
最優先で対応しなければならないのか指導する必要がある。

（４）　「最近の若者は精神的に弱い」と指摘されることが多く，心身のバランスを
崩して退職してしまうなどを回避するためにも，若手職員とのコミュニケー
ションには相応の留意が必要である。

［問 4］　棚卸の方法について述べた次の文章のうち，適切なものはいくつあるか，
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．経験してきた仕事を見つめ直し，自分がどんな環境で，どんな仕事に取り組ん
だときにやりがいや喜びを感じるのかを突き止めることは，今後のキャリアの
方向性を考えるうえで大切な要素となる。

Ｂ．自分史の作成を通し，ありのままの自分と向き合い，自分は完全な人間である
と自己肯定感を高めることが，管理者として成功する確率を高めることにつな
がる。

Ｃ．棚卸で自身の強みと弱みが何となく明らかになってきたら，強みに磨きをかけ
るよりも，まずは弱みを補強することを考えなければならない。

Ｄ．未経験業務の棚卸について，これまで配属されたことのない部署の場合，その
部署にどんな業務があるかを，経験者などから事前に情報を仕入れておくとよ
い。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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棚卸に活かすためのマネジメントの基礎知識

正解（1）	 正解率　53.7％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 1，P46，「棚卸に活かすためのマネジメントの基礎知識」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 1，P47，「①業務マネジメント」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 1，P48，「②人材マネジメント」参照。

Ｄ．リスクマネジメントにおいて，リスクやトラブルが発生したら，マネージャー自らが

解決に当たること（逃げないこと）が重要である。よって適切でない。テキスト 1，P49， 

「③リスクマネジメント」参照。

以上のことより，適切でないものは D．であり，（1）が本問の正解である。

（ 3） 農林中金アカデミー

［問 5］　棚卸に活かすためのマネジメントの基礎知識について述べた次の文章のう
ち，適切でないものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．管理者は，組織をより良い状態にマネジメントしていくことと，リーダーとし
て組織を牽引しリーダーシップを発揮することが求められる。

Ｂ．自部署の業務マネジメントにおいて重要なことは，部下 1人ひとりに「業務週
報（業務日報）」を提出させチェックすることである。

Ｃ．人材マネジメントとは，①部下の育成を行うこと，②部下の評価，査定を適切
に行うこと，③部下のモチベーションを保つこと，である。

Ｄ．リスクマネジメントにおいて，リスクやトラブルが発生したら，適任の部下を
選び対応を一任する必要がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問６］　管理者に求められるスキルについて述べた次の文章のうち，適切なものを
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　最近では，トップマネジメント（経営者層）でもテクニカルスキルが求められ
る割合が大きくなる傾向にあり，ロワーマネジメント（監督者層）であっても，
職務によってはコンセプチュアルスキルが必要とされることも多々ある。

（２）　ヒューマンスキルとは概念化能力であり，経営理念や戦略策定，意思決定，
戦略実行，PDCAサイクルの管理など，マネジメントに関するスキルである。

（３）　テクニカルスキルとは業務遂行能力であり，世間一般で通用するものではな
く，自 JA・JFに特有のスキルを磨いていく必要がある。

（４）　同じ部署内においては，立場が違っても各スキルの重要度は同じであり，ス
キルを部内で共有し磨いていく姿勢が重要である。

［問 7］　対人的側面のコンピテンシーについて述べた次の文章のうち，適切でない
ものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　「状況対応力」とは，集団や個人の事情に配慮し，その利害を的確に把握して，
状況の変化に応じ弾力的に対応する能力である。

（２）　「対人影響力」とは，自らの言葉で方針を示し，熱意を持って粘り強く働き
かけ，個人や集団に対し浸透を図り，方向づけをして導く能力である。

（３）　「多様性受容」とは，相手の感情や言動の真意を敏感に察知し，思いやりの
ある対応を示す姿勢である。

（４）　「集団活性化力」とは，責任や権限の適切な付与や働きかけにより，個人や
集団を活性化させ，能力を最大限に引き出す能力である。
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管理者に必要なスキル

正解（1）	 正解率　46.6％	

解　説

（1）適切である。テキスト 1，P55，「管理者に必要なスキルを理解しよう」参照。

（2）ヒューマンスキルとは対人関係能力であり，リーダーシップやコミュニケーション，部

下育成，対人関係構築力など，「人」に関係するスキルである。よって適切でない。テキ

スト 1，P54，「管理者に必要なスキルを理解しよう」参照。

（3）テクニカルスキルとは，自分が関わる業種や職種・専門分野の仕事を満足に動かしてい

く能力である。このスキルは，世間に出ても（自 JA・JF 以外でも）通用するレベルのも

のであることが望ましいといわれている。よって適切でない。テキスト 1，P54，「管理者

に必要なスキルを理解しよう」参照。

（4）同じ部署でも立場が変わると，各スキルの重要度は異なってくる。よって適切でない。

テキスト 1，P55，「管理者に必要なスキルを理解しよう」参照。

以上のことより，適切なものは（1）であり，（1）が本問の正解である。

（ 3） 農林中金アカデミー

［問 5］　棚卸に活かすためのマネジメントの基礎知識について述べた次の文章のう
ち，適切でないものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．管理者は，組織をより良い状態にマネジメントしていくことと，リーダーとし
て組織を牽引しリーダーシップを発揮することが求められる。

Ｂ．自部署の業務マネジメントにおいて重要なことは，部下 1人ひとりに「業務週
報（業務日報）」を提出させチェックすることである。

Ｃ．人材マネジメントとは，①部下の育成を行うこと，②部下の評価，査定を適切
に行うこと，③部下のモチベーションを保つこと，である。

Ｄ．リスクマネジメントにおいて，リスクやトラブルが発生したら，適任の部下を
選び対応を一任する必要がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問６］　管理者に求められるスキルについて述べた次の文章のうち，適切なものを
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　最近では，トップマネジメント（経営者層）でもテクニカルスキルが求められ
る割合が大きくなる傾向にあり，ロワーマネジメント（監督者層）であっても，
職務によってはコンセプチュアルスキルが必要とされることも多々ある。

（２）　ヒューマンスキルとは概念化能力であり，経営理念や戦略策定，意思決定，
戦略実行，PDCAサイクルの管理など，マネジメントに関するスキルである。

（３）　テクニカルスキルとは業務遂行能力であり，世間一般で通用するものではな
く，自 JA・JFに特有のスキルを磨いていく必要がある。

（４）　同じ部署内においては，立場が違っても各スキルの重要度は同じであり，ス
キルを部内で共有し磨いていく姿勢が重要である。

［問 7］　対人的側面のコンピテンシーについて述べた次の文章のうち，適切でない
ものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　「状況対応力」とは，集団や個人の事情に配慮し，その利害を的確に把握して，
状況の変化に応じ弾力的に対応する能力である。

（２）　「対人影響力」とは，自らの言葉で方針を示し，熱意を持って粘り強く働き
かけ，個人や集団に対し浸透を図り，方向づけをして導く能力である。

（３）　「多様性受容」とは，相手の感情や言動の真意を敏感に察知し，思いやりの
ある対応を示す姿勢である。

（４）　「集団活性化力」とは，責任や権限の適切な付与や働きかけにより，個人や
集団を活性化させ，能力を最大限に引き出す能力である。
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対人的側面のコンピテンシー

正解（3）	 正解率　47.8％	

解　説

（1）適切である。テキスト 1，P61，「③状況対応力」参照。

（2）適切である。テキスト 1，P58，「①対人影響力」参照。

（3）相手の感情や言動の真意を敏感に察知し，思いやりのある対応を示す姿勢を「対人感受

性」と呼ぶ。多様性受容とは，多様性の価値を認め，異なる見解や価値観を認め尊重する

姿勢をいう。よって適切でない。テキスト 1，P62，「⑤多様性受容」参照。

（4）適切である。テキスト 1，P59，「②集団活性化力」参照。

以上のことより，適切でないものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 3） 農林中金アカデミー

［問 5］　棚卸に活かすためのマネジメントの基礎知識について述べた次の文章のう
ち，適切でないものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．管理者は，組織をより良い状態にマネジメントしていくことと，リーダーとし
て組織を牽引しリーダーシップを発揮することが求められる。

Ｂ．自部署の業務マネジメントにおいて重要なことは，部下 1人ひとりに「業務週
報（業務日報）」を提出させチェックすることである。

Ｃ．人材マネジメントとは，①部下の育成を行うこと，②部下の評価，査定を適切
に行うこと，③部下のモチベーションを保つこと，である。

Ｄ．リスクマネジメントにおいて，リスクやトラブルが発生したら，適任の部下を
選び対応を一任する必要がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問６］　管理者に求められるスキルについて述べた次の文章のうち，適切なものを
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　最近では，トップマネジメント（経営者層）でもテクニカルスキルが求められ
る割合が大きくなる傾向にあり，ロワーマネジメント（監督者層）であっても，
職務によってはコンセプチュアルスキルが必要とされることも多々ある。

（２）　ヒューマンスキルとは概念化能力であり，経営理念や戦略策定，意思決定，
戦略実行，PDCAサイクルの管理など，マネジメントに関するスキルである。

（３）　テクニカルスキルとは業務遂行能力であり，世間一般で通用するものではな
く，自 JA・JFに特有のスキルを磨いていく必要がある。

（４）　同じ部署内においては，立場が違っても各スキルの重要度は同じであり，ス
キルを部内で共有し磨いていく姿勢が重要である。

［問 7］　対人的側面のコンピテンシーについて述べた次の文章のうち，適切でない
ものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　「状況対応力」とは，集団や個人の事情に配慮し，その利害を的確に把握して，
状況の変化に応じ弾力的に対応する能力である。

（２）　「対人影響力」とは，自らの言葉で方針を示し，熱意を持って粘り強く働き
かけ，個人や集団に対し浸透を図り，方向づけをして導く能力である。

（３）　「多様性受容」とは，相手の感情や言動の真意を敏感に察知し，思いやりの
ある対応を示す姿勢である。

（４）　「集団活性化力」とは，責任や権限の適切な付与や働きかけにより，個人や
集団を活性化させ，能力を最大限に引き出す能力である。
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思考的側面のコンピテンシー

正解（4）	 正解率　7.1％	

解　説

Ａ．課題が羅列されているだけで，相互の関連性をとらえて構造化することができない行

動がマイナスと評価されるのは，「課題設定力」である。よって適切でない。テキスト 1，

P65，「①課題設定力」参照。

Ｂ．物事を進めるにあたって，手順を考えて計画的に遂行する行動がプラスと評価されるの

は，「計画組織力」である。よって適切でない。テキスト 1，P67，「③計画組織力」参照。

Ｃ．当面策にとどまらず，物事の本質を追究して根本策に結びつけている行動がプラスと評

価されるのは，「問題分析力」である。よって適切でない。テキスト 1，P66，「②問題分析力」

参照。

Ｄ．組織の方針に基づいて担当業務における目指すべき姿や目標を設定する行動がプラスと

評価されるのは，「課題設定力」である。よって適切でない。テキスト 1，P65，「①課題設定力」

参照。

以上のことより，適切でないものは A．と B．と C．と D．すべてであり，（4）が本問

の正解である。

（ 4）農林中金アカデミー

［問 8］　思考的側面のコンピテンシーについて述べた次の文章のうち，適切でない
ものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．「問題分析力」においては，課題が羅列されているだけで，相互の関連性をと
らえて構造化することができない行動がマイナスと評価される。

Ｂ．「実行管理力」においては，物事を進めるにあたって，手順を考えて計画的に
遂行する行動がプラスと評価される。

Ｃ．「課題設定力」においては，当面策にとどまらず，物事の本質を追究して根本
策に結びつけている行動がプラスと評価される。

Ｄ．「判断力」においては，組織の方針に基づいて担当業務における目指すべき姿
や目標を設定する行動がプラスと評価される。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 9］　資質的側面のコンピテンシーの１つである「果断性」について述べた次の
文章のうち，適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　従来の経験則や定型的な発想にとらわれることなく，主体的に革新を志向し，
斬新なアイデア，施策，価値を創出あるいは受容できる能力のことである。

（２）　挑戦的な高いハードルを自らに課す習慣をつけると同時にその目標をメン
バーに公表，共有することで自らを奮い立たせ，自分自身に負荷をかけ続ける
ことが自他ともに良い影響をもたらす。

（３）　決断に必要な情報がすべて揃うまで根気強く待ち続け，堅実な意思決定を行
うことが重要である。

（４）　ハイリターンを獲得するため，果敢にリスクを取っていく行動がプラスに評
価される。
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資質的側面のコンピテンシー

正解（4）	 正解率　28.6％	

解　説

（1）従来の経験則や定型的な発想にとらわれることなく，主体的に革新を志向し，斬新なア

イデア，施策，価値を創出あるいは受容できる能力は「革新性」である。よって適切でない。

テキスト 1，P72，「①革新性」参照。

（2）挑戦的な高いハードルを自らに課す習慣をつけると同時にその目標をメンバーに公表，

共有することで自らを奮い立たせ，自分自身に負荷をかけ続けることが自他ともに良い

影響をもたらすのは「達成指向」の特徴である。よって適切でない。テキスト 1，P75， 

「③達成指向」参照。

（3）十分な情報が揃うのを待っていては，決断そのものの意味がなくなってしまうこともし

ばしばあり，そのうえ，多くの場合，決定の良し悪しは大きな問題ではなく，決断を先延

ばしにしてしまうことが最も大きなリスクになる。よって適切でない。テキスト 1，P75， 

「④果断性」参照。

（4）適切である。テキスト 1，P76，「④果断性」参照。

以上のことより，適切なものは（4）であり，（4）が本問の正解である。

（ 4）農林中金アカデミー

［問 8］　思考的側面のコンピテンシーについて述べた次の文章のうち，適切でない
ものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．「問題分析力」においては，課題が羅列されているだけで，相互の関連性をと
らえて構造化することができない行動がマイナスと評価される。

Ｂ．「実行管理力」においては，物事を進めるにあたって，手順を考えて計画的に
遂行する行動がプラスと評価される。

Ｃ．「課題設定力」においては，当面策にとどまらず，物事の本質を追究して根本
策に結びつけている行動がプラスと評価される。

Ｄ．「判断力」においては，組織の方針に基づいて担当業務における目指すべき姿
や目標を設定する行動がプラスと評価される。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 9］　資質的側面のコンピテンシーの１つである「果断性」について述べた次の
文章のうち，適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　従来の経験則や定型的な発想にとらわれることなく，主体的に革新を志向し，
斬新なアイデア，施策，価値を創出あるいは受容できる能力のことである。

（２）　挑戦的な高いハードルを自らに課す習慣をつけると同時にその目標をメン
バーに公表，共有することで自らを奮い立たせ，自分自身に負荷をかけ続ける
ことが自他ともに良い影響をもたらす。

（３）　決断に必要な情報がすべて揃うまで根気強く待ち続け，堅実な意思決定を行
うことが重要である。

（４）　ハイリターンを獲得するため，果敢にリスクを取っていく行動がプラスに評
価される。
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不足しているスキルを補う方法

正解（1）	 正解率　20.0％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 1，P82，「①対人的側面（能動的＝対人影響力，集団活性化力，

状況対応力）」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 1，P83，「③思考的側面（概念化スキル＝課題設定力，問題分析力，

判断力）」参照。

Ｃ．業務管理スキルは「どのようにして」を考えるスキルで，日常業務の中で十分開発可能

なコンピテンシーである。よって適切でない。テキスト 1，P83，「④思考的側面（業務管

理スキル＝計画組織力，実行管理力）」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 1，P84，「⑤資質的側面」参照。

以上のことより，適切でないものは C．であり，（1）が本問の正解である。

（ 5） 農林中金アカデミー

［問 10］　不足しているスキルを補う方法について述べた次の文章のうち，適切で
ないものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．集団活性化力や状況対応力は，自然に身についている人とそうでない人の差が
顕著であるが，結果として管理者として必要なスキルを身につけていればよい。

Ｂ．概念化スキルは，自らが問題意識を持ち，解決テーマを設定したり，問題の真
因を探るという思考が習慣化できれば自然に身についてくるスキルである。

Ｃ．業務管理スキルは「なぜ」を考えるスキルであり，日常業務の中で十分開発可
能なコンピテンシーであるといえる。

Ｄ．資質的側面のうち革新性については，様々な業界の動向が分かるビジネス誌を
購読するなどによって啓発するのがよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 11］　渉外部門の管理者に求められる資質的側面のコンピテンシーについて述
べた次の文章のうち，適切でないものはいくつあるか，（１）～（４）の中から
１つ選びなさい。

Ａ．渉外部門は営業店の業績を左右する部署であるから，悪い報告の管理者への連
絡は後回しにしてでも，最後までやりきってみせる「達成志向」の姿勢が欠か
せない。

Ｂ．金融機関における「革新性」とは，まったく別の事業を開始することではなく，
あくまでも前例主義や経験則だけに頼ることなく，改善や改革に前向きに取り
組んでいく姿勢を指す。

Ｃ．渉外部門の管理者という立場において，「自律性」は，インテグリティと呼ば
れる「決して道を踏み外すことのない誠実さ」「道徳を伴った自律性」という
意味でとらえる必要がある。

Ｄ．渉外部門では支店の業績を向上させるため，業歴が浅く，財務分析の結果が悪
い企業であっても，魅力的であればリスクを無視して融資を推進する「果断
性」が求められる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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渉外部門の管理者に求められる資質的側面のコンピテンシー

正解（2）	 正解率　67.7％	

解　説

Ａ．「達成指向」で大切なことは，目標は何が何でも達成するものであるという意識をメン

バーに植えつけることと，悪い報告は一刻も早く管理者に伝えなければならないというこ

とを，全員の胸に刻ませることである。よって適切でない。テキスト 1，P90，「達成指向」

参照。

Ｂ．適切である。テキスト 1，P88，「革新性」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 1，P89，「自律性」参照。

Ｄ．管理者として決断力が必要だからといって，何でも短絡的に意思決定していては， 

「あの管理者はリスクが分かっていない無責任な人」というレッテルを貼られてしまうこ

とになる。よって適切でない。テキスト 1，P91，「果断性」参照。

以上のことより，適切でないものは A．と D．であり，（2）が本問の正解である。

（ 5） 農林中金アカデミー

［問 10］　不足しているスキルを補う方法について述べた次の文章のうち，適切で
ないものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．集団活性化力や状況対応力は，自然に身についている人とそうでない人の差が
顕著であるが，結果として管理者として必要なスキルを身につけていればよい。

Ｂ．概念化スキルは，自らが問題意識を持ち，解決テーマを設定したり，問題の真
因を探るという思考が習慣化できれば自然に身についてくるスキルである。

Ｃ．業務管理スキルは「なぜ」を考えるスキルであり，日常業務の中で十分開発可
能なコンピテンシーであるといえる。

Ｄ．資質的側面のうち革新性については，様々な業界の動向が分かるビジネス誌を
購読するなどによって啓発するのがよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 11］　渉外部門の管理者に求められる資質的側面のコンピテンシーについて述
べた次の文章のうち，適切でないものはいくつあるか，（１）～（４）の中から
１つ選びなさい。

Ａ．渉外部門は営業店の業績を左右する部署であるから，悪い報告の管理者への連
絡は後回しにしてでも，最後までやりきってみせる「達成志向」の姿勢が欠か
せない。

Ｂ．金融機関における「革新性」とは，まったく別の事業を開始することではなく，
あくまでも前例主義や経験則だけに頼ることなく，改善や改革に前向きに取り
組んでいく姿勢を指す。

Ｃ．渉外部門の管理者という立場において，「自律性」は，インテグリティと呼ば
れる「決して道を踏み外すことのない誠実さ」「道徳を伴った自律性」という
意味でとらえる必要がある。

Ｄ．渉外部門では支店の業績を向上させるため，業歴が浅く，財務分析の結果が悪
い企業であっても，魅力的であればリスクを無視して融資を推進する「果断
性」が求められる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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融資部門の管理者に求められる能力

正解（1）	 正解率　86.0％	

解　説

（1）適切である。テキスト 1，P93，「計画組織力」参照。

（2）融資部門では，申込金額の妥当性・資金使途・返済財源・返済方法・返済期間・担保や

保証の有無なども検討要素としてあるが，何より財務分析等による返済能力の有無を確認

する必要がある。よって適切でない。テキスト 1，P92，「問題分析力」参照。

（3）作成した人員配置計画が予定どおり進むことはまれであるので，予定通りに計画が進ま

ないときに備え，常に部下の進捗状況を把握しておくためのチェックを行う努力が必要に

なる。よって適切でない。テキスト 1，P94，「実行管理力」参照。

（4）融資の可否を検討する際には，財務分析などの定量的な情報と融資先の定性情報を勘案

して総合的に判断しなければならない。よって適切でない。テキスト 1，P94，「判断力」参照。

以上のことより，適切なものは（1）であり，（1）が本問の正解である。

（ 6）農林中金アカデミー

［問 12］　融資部門の管理者に求められる能力について述べた次の文章のうち，適
切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　融資部門の管理者は，業務量の山と谷を意識して，計画的に業務を割り振っ
ていくことが求められ，そのためには，年間計画，四半期計画，月次計画など
全体観を持って計画を立案していくスキルを養う必要がある。

（２）　融資部門では，財務分析等による返済能力の有無よりも，申込金額の妥当
性・資金使途・返済財源・返済方法・返済期間・担保や保証の有無などを優先
して確認するために，正確なデータに基づいて検討要素を整理する能力が求め
られる。

（３）　作成した人員配置計画が予定通り進まないケースが多いことを考慮すると，
管理者にとって部下の進捗状況を把握する必要性は薄いと考えるべきである。

（４）　融資の可否を検討する際には，財務分析などの定量的な情報よりも，むしろ
融資先の定性情報をよく把握して判断する姿勢が求められる。

［問 13］　窓口部門の管理者に求められる対人影響力や集団活性化力について述べ
た次の文章のうち，適切なものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選
びなさい。

Ａ．管理者は，目標達成のための手段を考え，目標未達者には徹底的にフォローを
行い，全員が目標を達成できるように支援する姿勢が求められる。

Ｂ．部下は上司の背中を見ているので，管理者自らが率先して，販売目標の達成に
向けてキメ細かく努力する姿勢を示す必要がある。

Ｃ．新商品の発売などに際して，勉強会を開催したり販売話法を徹底したりという
準備が必要であれば，メンバーに講師を任せたりせず，管理者主導で進行でき
るよう工夫するとよい。

Ｄ．管理者は，それぞれのメンバーがチームの一員であることを自覚し，積極的に
チームに貢献してもらえるように工夫をすることが求められる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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窓口部門の管理者に求められる対人影響力・集団活性化力

正解（3）	 正解率　68.7％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 1，P97，「対人影響力」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 1，P97，「対人影響力」参照。

Ｃ．新商品の発売などに際して，勉強会を開催したり販売話法を徹底したりという準備が必

要であれば，管理者が自分で抱え込むのではなく，全員参加で成功事例を発表し合うなど，

傍観者を作らず全員に何らかの役割を持たせる工夫をするとよい。よって適切でない。テ

キスト 1，P98，「集団活性化力」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 1，P97，「集団活性化力」参照。

以上のことより，適切なものは A．と B．と D．であり，（3）が本問の正解である。

（ 6）農林中金アカデミー

［問 12］　融資部門の管理者に求められる能力について述べた次の文章のうち，適
切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　融資部門の管理者は，業務量の山と谷を意識して，計画的に業務を割り振っ
ていくことが求められ，そのためには，年間計画，四半期計画，月次計画など
全体観を持って計画を立案していくスキルを養う必要がある。

（２）　融資部門では，財務分析等による返済能力の有無よりも，申込金額の妥当
性・資金使途・返済財源・返済方法・返済期間・担保や保証の有無などを優先
して確認するために，正確なデータに基づいて検討要素を整理する能力が求め
られる。

（３）　作成した人員配置計画が予定通り進まないケースが多いことを考慮すると，
管理者にとって部下の進捗状況を把握する必要性は薄いと考えるべきである。

（４）　融資の可否を検討する際には，財務分析などの定量的な情報よりも，むしろ
融資先の定性情報をよく把握して判断する姿勢が求められる。

［問 13］　窓口部門の管理者に求められる対人影響力や集団活性化力について述べ
た次の文章のうち，適切なものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選
びなさい。

Ａ．管理者は，目標達成のための手段を考え，目標未達者には徹底的にフォローを
行い，全員が目標を達成できるように支援する姿勢が求められる。

Ｂ．部下は上司の背中を見ているので，管理者自らが率先して，販売目標の達成に
向けてキメ細かく努力する姿勢を示す必要がある。

Ｃ．新商品の発売などに際して，勉強会を開催したり販売話法を徹底したりという
準備が必要であれば，メンバーに講師を任せたりせず，管理者主導で進行でき
るよう工夫するとよい。

Ｄ．管理者は，それぞれのメンバーがチームの一員であることを自覚し，積極的に
チームに貢献してもらえるように工夫をすることが求められる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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苦 手 な 業 務 の 克 服

正解（4）	 正解率　90.1％	

解　説

（1）適切である。テキスト 1，P106，「苦手な業務をどのように克服するか」参照。

（2）適切である。テキスト 1，P105，「苦手な業務をどのように克服するか」参照。

（3）適切である。テキスト 1，P105，「苦手な業務をどのように克服するか」参照。

（4）確かに長所を伸ばす育成の方がはるかに大切だが，部下育成の観点では，それぞれの部

下が持っている欠点をなくす努力ももちろん必要である。よって適切でない。テキスト 1，

P106，「部下の欠点をなくすこと以上に長所を伸ばすことが大切」参照。

以上のことより，適切でないものは（4）であり，（4）が本問の正解である。

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 14］　苦手な業務の克服について述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）
～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者に必要なコンピテンシーを使い，実際の問題を解決していくことを経
験しておけば，メンバーと一緒に組織の問題解決をする際に応用できるので，
大変有益である。

（２）　苦手な業務に対し，どうして自分は苦手意識を持っているのか，不得手だと
考えているのかを掘り下げていき，そのうえで，根本の原因に対して効果的な
対策を検討することが大切である。

（３）　苦手な業務の克服には，コンピテンシーの中の問題分析力，計画組織力，実
行管理力を駆使して解決していくとよい。

（４）　部下育成の観点では，それぞれの部下が持っている欠点をなくす努力は不要
であり，長所を伸ばす育成の方がはるかに大切である。

［問 15］　部下の活用について述べた次の文章のうち，適切なものはいくつあるか，
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．業務の停滞を避けるためにも，管理者は極力自身の主担当業務を増やして，サ
ブ担当には業務知識を習得してほしい部下を任命することが好ましい。

Ｂ．新任の管理者として着任した際には，メンバー全員との面談を行い，現在担当
している業務だけでなく，過去に経験した業務もあわせて聞いておいた方がよ
い。

Ｃ．苦手な業務等を着任直後に部下との面談を通して教わる場合は，一字一句細か
く逐次質問して，意欲的な態度を見せる必要がある。

Ｄ．部下から業務を教わる過程で，部下の教え方の巧拙が分かり，部下が効果的に
後輩を育成できるかどうかをある程度判断できる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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部下を活用した苦手な業務への対応

正解（2）	 正解率　85.0％	

解　説

Ａ．管理者としては，担当者の急な病欠などのリスクに耐えられる組織作りが必要であり，

そのためにも，自身の主担当業務を減らしていざというときに備えることが肝要である。

よって適切でない。テキスト 1，P109，「部下を活用して苦手な業務等に対応する」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 1，P108，「部下を活用して苦手な業務等に対応する」参照。

Ｃ．部下との面接を通して苦手な業務等を教わる場合は，的を射た的確な質問で，一味違う

管理者を演出するのがよい。よって適切でない。テキスト 1，P110，「業務を教えてもら

う過程で部下の習熟度が分かる」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 1，P110，「業務を教えてもらう過程で部下の習熟度が分かる」参照。

以上のことより，適切なものは B．と D．であり，（2）が本問の正解である。

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 14］　苦手な業務の克服について述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）
～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者に必要なコンピテンシーを使い，実際の問題を解決していくことを経
験しておけば，メンバーと一緒に組織の問題解決をする際に応用できるので，
大変有益である。

（２）　苦手な業務に対し，どうして自分は苦手意識を持っているのか，不得手だと
考えているのかを掘り下げていき，そのうえで，根本の原因に対して効果的な
対策を検討することが大切である。

（３）　苦手な業務の克服には，コンピテンシーの中の問題分析力，計画組織力，実
行管理力を駆使して解決していくとよい。

（４）　部下育成の観点では，それぞれの部下が持っている欠点をなくす努力は不要
であり，長所を伸ばす育成の方がはるかに大切である。

［問 15］　部下の活用について述べた次の文章のうち，適切なものはいくつあるか，
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．業務の停滞を避けるためにも，管理者は極力自身の主担当業務を増やして，サ
ブ担当には業務知識を習得してほしい部下を任命することが好ましい。

Ｂ．新任の管理者として着任した際には，メンバー全員との面談を行い，現在担当
している業務だけでなく，過去に経験した業務もあわせて聞いておいた方がよ
い。

Ｃ．苦手な業務等を着任直後に部下との面談を通して教わる場合は，一字一句細か
く逐次質問して，意欲的な態度を見せる必要がある。

Ｄ．部下から業務を教わる過程で，部下の教え方の巧拙が分かり，部下が効果的に
後輩を育成できるかどうかをある程度判断できる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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仕 事 の 割 当

正解（4）	 正解率　38.4％	

解　説

（1）適切である。テキスト 2，P8，「仕事の割当はどのように行うか」参照。

（2）適切である。テキスト 2，P8，「仕事の割当はどのように行うか」参照。

（3）適切である。テキスト 2，P9，「営業店や課の位置づけをつかんだうえで仕事の割当を

考える」参照。

（4）渉外担当部署を管理する場合は，取引先を訪問し，融資，貯金，預かり資産などを獲得

し，営業店の収益や取引先の取引件数などの目標を達成することが仕事である。本設問

の内容は，融資担当部署の業務内容の説明である。よって適切でない。テキスト 2，P9， 

「営業店や課の位置づけをつかんだうえで仕事の割当を考える」参照。

以上のことより，適切でないものは（4）であり，（4）が本問の正解である。

（ 8）農林中金アカデミー

［問 16］　管理者の業務の１つである仕事の割当について述べた次の文章のうち，
適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　組織規定の中には，営業店で決められること，本部に確認しないと決められ
ないことなどが規定されている。

（２）　課長職となり，１つの組織を運営していく人は，組織の担当者１人ひとりの
仕事の内容を熟知すると同時に，自分なりの考えで仕事の割当を考える必要が
ある。

（３）　新任課長の最初の課題は，組織規定や自店の収益計画における課の位置づけ
をつかんだうえで，メンバーの仕事の割当を考えていくことである。

（４）　渉外担当部署の本来の仕事は，融資先の経営体制や財務内容，今後の見通し
などをできるだけ正確に分析し，融資先に適切なアドバイスをすることで，融
資先が安定した事業を継続していける体制を築き上げることである。

［問 17］　業績目標の設定について述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）
～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　自 JA・JF全体の 1年間の業務計画については，本部が，各営業店のだいた
いの数字を決めて，それぞれの営業店に割り振る作業から始まる。

（２）　営業店では，割り振られた数字や営業店の立地条件，マーケット環境，現在
の手持ち案件と実現可能性などを検証していく必要がある。

（３）　本部から営業店に割り当てられた数字に対して，上方修正・下方修正を申し
入れた場合でも，業績評価には影響しない。

（４）　手間をかけてもメンバーを数値策定作業に参加させ，すべてのメンバーが収
益の仕組みや JA・JF全体の考え方を大まかにでも把握できているだけで，頭
の中に業績目標に対する意識が植えつけられる。
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業 績 目 標 の 設 定

正解（3）	 正解率　58.6％	

解　説

（1）適切である。テキスト 2，P20，「業績目標を設定する際にはメンバー全員を参加させよう」

参照。

（2）適切である。テキスト 2，P20，「業績目標を設定する際にはメンバー全員を参加させよう」

参照。

（3）本部から営業店に割り当てられた数字に対して，上方修正・下方修正を申し入れた場合，

業績評価は，一般には前者のケースで高く，後者のケースで低くなる。よって適切でない。

テキスト 2，P20，「業績目標を設定する際にはメンバー全員を参加させよう」参照。

（4）適切である。テキスト 2，P21，「業績目標を設定する際にはメンバー全員を参加させよう」

参照。

以上のことより，適切でないものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 8）農林中金アカデミー

［問 16］　管理者の業務の１つである仕事の割当について述べた次の文章のうち，
適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　組織規定の中には，営業店で決められること，本部に確認しないと決められ
ないことなどが規定されている。

（２）　課長職となり，１つの組織を運営していく人は，組織の担当者１人ひとりの
仕事の内容を熟知すると同時に，自分なりの考えで仕事の割当を考える必要が
ある。

（３）　新任課長の最初の課題は，組織規定や自店の収益計画における課の位置づけ
をつかんだうえで，メンバーの仕事の割当を考えていくことである。

（４）　渉外担当部署の本来の仕事は，融資先の経営体制や財務内容，今後の見通し
などをできるだけ正確に分析し，融資先に適切なアドバイスをすることで，融
資先が安定した事業を継続していける体制を築き上げることである。

［問 17］　業績目標の設定について述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）
～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　自 JA・JF全体の 1年間の業務計画については，本部が，各営業店のだいた
いの数字を決めて，それぞれの営業店に割り振る作業から始まる。

（２）　営業店では，割り振られた数字や営業店の立地条件，マーケット環境，現在
の手持ち案件と実現可能性などを検証していく必要がある。

（３）　本部から営業店に割り当てられた数字に対して，上方修正・下方修正を申し
入れた場合でも，業績評価には影響しない。

（４）　手間をかけてもメンバーを数値策定作業に参加させ，すべてのメンバーが収
益の仕組みや JA・JF全体の考え方を大まかにでも把握できているだけで，頭
の中に業績目標に対する意識が植えつけられる。
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コンプライアンスの徹底

正解（1）	 正解率　90.4％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 2，P21，「コンプライアンスは朝礼などで徹底する必要がある」

参照。

Ｂ．適切である。テキスト 2，P45，「業務習得プランを踏まえて業務を習得させる」参照。

Ｃ．金融機関のコンプライアンス体制の総責任者は，金融機関の経営体制と同じく頭取や社

長，理事長などである。よって適切でない。テキスト 2，P53，「JA・JF 職員やパート職

員を問わず繰り返し覚えてもらおう」参照。

Ｄ．新入職員において，コンプライアンスは最優先で覚えなければならない。よって適切で

ない。テキスト 2，P45，「業務習得プランを踏まえて業務を習得させる」参照。

以上のことより，適切なものは A．と B．であり，（1）が本問の正解である。

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 18］　コンプライアンスの徹底において考慮すべきポイントについて述べた次
の文章のうち，適切なものの組合せを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．コンプライアンスをメンバーに徹底するために，朝礼，夕礼などを定期的に実
施し，その場でコンプライアンス規定や遵守事項を読み合わせていくことは，
長い目で見ると効果がある。

Ｂ．コンプライアンスを十分理解せず業務に従事し，そのまま成長して仕事の密度
が濃くなっていくと，予期しないトラブルやミスが発生する可能性がある。

Ｃ．金融機関のコンプライアンス体制の総責任者は，支店長である。
Ｄ．新入職員が最優先で覚えることは各自の日常業務であり，コンプライアンスに
ついては少しずつ覚えていくようにする。

（１）　Ａ．とＢ．
（２）　Ｂ．とＣ．
（３）　Ｃ．とＤ．
（４）　Ａ．とＤ．

［問 19］　部下の労務管理や働きがいのある職場作りについて述べた次の文章のうち，
適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　労働基準法は，労働者の働く条件を規定した法律で，業種や雇用区分にかか
わらず全労働者に適用される努力義務が規定されている。

（２）　企業と従業員代表の合意により時間外労働や休日出勤が可能となることが労
働基準法には定めてあり，この規定に基づいて，企業と従業員代表が労働条件
について合意したことを記録する文書を 36 協定という。

（３）　法務省が示したパワーハラスメントの典型例に十分留意し，メンバーが気持
ちよく仕事ができるよう配慮し続ける必要がある。

（４）　労務管理において管理者が考慮すべきポイントは，「労務関連の法令等の理
解」，「働きがいのある職場作り」の２点である。

［問 20］　部下の人事考課について述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）
～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　業績評価においては，目標すり合わせシートなどを用いて管理者と部下で目
標をすり合わせたうえで，業績目標を決定する。

（２）　能力評価では，内部要因や外部要因，本人要因が絡むことでズレが生じるた
め，被考課者の置かれた環境やそれまでの業務経験などを，日常の業務の中で
気を配ってチェックする必要がある。

（３）　情意評価とは，仕事への取組姿勢や態度などを評価することである。
（４）　規律性，責任性，協調性，積極性などを評価するのは，能力評価である。
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部 下 の 労 務 管 理

正解（2）	 正解率　64.5％	

解　説

（1）労働基準法は，労働者の働く条件を規定した法律で，業種や雇用区分にかかわらず全労

働者に適用される最低労働条件が規定されている。よって適切でない。テキスト 2，P30，「労

務関連の法令等の理解」参照。

（2）適切である。テキスト 2，P30，「労務関連の法令等の理解」参照。

（3）パワーハラスメントの典型例を示したのは，法務省ではなく厚生労働省である。よって

適切でない。テキスト 2，P31，「働きがいのある職場作り」参照。

（4）労務管理において管理者が考慮すべきポイントは，「労務関連の法令等の理解」，「働き

がいのある職場作り」，「お客様へのサービスの維持」の 3 点である。よって適切でない。

テキスト 2，P33，「お客様へのサービスの維持」参照。

以上のことより，適切なものは（2）であり，（2）が本問の正解である。

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 18］　コンプライアンスの徹底において考慮すべきポイントについて述べた次
の文章のうち，適切なものの組合せを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．コンプライアンスをメンバーに徹底するために，朝礼，夕礼などを定期的に実
施し，その場でコンプライアンス規定や遵守事項を読み合わせていくことは，
長い目で見ると効果がある。

Ｂ．コンプライアンスを十分理解せず業務に従事し，そのまま成長して仕事の密度
が濃くなっていくと，予期しないトラブルやミスが発生する可能性がある。

Ｃ．金融機関のコンプライアンス体制の総責任者は，支店長である。
Ｄ．新入職員が最優先で覚えることは各自の日常業務であり，コンプライアンスに
ついては少しずつ覚えていくようにする。

（１）　Ａ．とＢ．
（２）　Ｂ．とＣ．
（３）　Ｃ．とＤ．
（４）　Ａ．とＤ．

［問 19］　部下の労務管理や働きがいのある職場作りについて述べた次の文章のうち，
適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　労働基準法は，労働者の働く条件を規定した法律で，業種や雇用区分にかか
わらず全労働者に適用される努力義務が規定されている。

（２）　企業と従業員代表の合意により時間外労働や休日出勤が可能となることが労
働基準法には定めてあり，この規定に基づいて，企業と従業員代表が労働条件
について合意したことを記録する文書を 36 協定という。

（３）　法務省が示したパワーハラスメントの典型例に十分留意し，メンバーが気持
ちよく仕事ができるよう配慮し続ける必要がある。

（４）　労務管理において管理者が考慮すべきポイントは，「労務関連の法令等の理
解」，「働きがいのある職場作り」の２点である。

［問 20］　部下の人事考課について述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）
～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　業績評価においては，目標すり合わせシートなどを用いて管理者と部下で目
標をすり合わせたうえで，業績目標を決定する。

（２）　能力評価では，内部要因や外部要因，本人要因が絡むことでズレが生じるた
め，被考課者の置かれた環境やそれまでの業務経験などを，日常の業務の中で
気を配ってチェックする必要がある。

（３）　情意評価とは，仕事への取組姿勢や態度などを評価することである。
（４）　規律性，責任性，協調性，積極性などを評価するのは，能力評価である。
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部 下 の 人 事 考 課

正解（4）	 正解率　72.2％	

解　説

（1）適切である。テキスト 2，P38，「業績評価」参照。

（2）適切である。テキスト 2，P39，「能力評価」参照。

（3）適切である。テキスト 2，P40，「情意評価」参照。

（4）規律性，責任性，協調性，積極性などを評価するのは，情意評価である。よって適切で

ない。テキスト 2，P40，「情意評価」参照。

以上のことより，適切でないものは（4）であり，（4）が本問の正解である。

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 18］　コンプライアンスの徹底において考慮すべきポイントについて述べた次
の文章のうち，適切なものの組合せを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．コンプライアンスをメンバーに徹底するために，朝礼，夕礼などを定期的に実
施し，その場でコンプライアンス規定や遵守事項を読み合わせていくことは，
長い目で見ると効果がある。

Ｂ．コンプライアンスを十分理解せず業務に従事し，そのまま成長して仕事の密度
が濃くなっていくと，予期しないトラブルやミスが発生する可能性がある。

Ｃ．金融機関のコンプライアンス体制の総責任者は，支店長である。
Ｄ．新入職員が最優先で覚えることは各自の日常業務であり，コンプライアンスに
ついては少しずつ覚えていくようにする。

（１）　Ａ．とＢ．
（２）　Ｂ．とＣ．
（３）　Ｃ．とＤ．
（４）　Ａ．とＤ．

［問 19］　部下の労務管理や働きがいのある職場作りについて述べた次の文章のうち，
適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　労働基準法は，労働者の働く条件を規定した法律で，業種や雇用区分にかか
わらず全労働者に適用される努力義務が規定されている。

（２）　企業と従業員代表の合意により時間外労働や休日出勤が可能となることが労
働基準法には定めてあり，この規定に基づいて，企業と従業員代表が労働条件
について合意したことを記録する文書を 36 協定という。

（３）　法務省が示したパワーハラスメントの典型例に十分留意し，メンバーが気持
ちよく仕事ができるよう配慮し続ける必要がある。

（４）　労務管理において管理者が考慮すべきポイントは，「労務関連の法令等の理
解」，「働きがいのある職場作り」の２点である。

［問 20］　部下の人事考課について述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）
～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　業績評価においては，目標すり合わせシートなどを用いて管理者と部下で目
標をすり合わせたうえで，業績目標を決定する。

（２）　能力評価では，内部要因や外部要因，本人要因が絡むことでズレが生じるた
め，被考課者の置かれた環境やそれまでの業務経験などを，日常の業務の中で
気を配ってチェックする必要がある。

（３）　情意評価とは，仕事への取組姿勢や態度などを評価することである。
（４）　規律性，責任性，協調性，積極性などを評価するのは，能力評価である。
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部 下 の 指 導 ・ 育 成

正解（1）	 正解率　62.1％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 2，P46，「業務習得プランを踏まえて業務を習得させる」参照。

Ｂ．複数の案件の中で重要性や緊急性などをもとに順序をつけ，要領良く処理していく技術

というのは，良い上司から指導を受けた方が早く身につく。よって適切でない。テキスト 2，

P47，「若手を指導できるかどうかで営業店の実績が変わってくる」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2，P48，「ミーティングでは若手職員に司会を任せよう」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 2，P50，「部下の行動を観察し適性を把握しておこう」参照。

以上のことより，適切でないものは B．であり，（1）が本問の正解である。

（ 10）農林中金アカデミー

［問 21］　部下の指導・育成について述べた次の文章のうち，適切でないものはい
くつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．営業店の業績目標達成に取り組むには，金融機関全体の事業計画や収益目標と，
その背景にある考え方を理解する必要があり，朝礼や週次，月次の会議などの
際に繰り返し説明していくことが重要である。

Ｂ．複数の案件の中で重要性や緊急性などをもとに順序をつけ，要領良く処理して
いく技術は，マニュアル本やウェブを利用することで最も効率良く身につく。

Ｃ．若手職員が基本的な職務態度を身につけるためには，朝礼，夕礼，週次のミー
ティングなどで，課のメンバー全員に対する指示の徹底や意思統一を図る機会
を設けることが効果的である。

Ｄ．管理者は，メンバーを育てる視点から職員の適性を自分なりに把握することが
重要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 22］　情報管理や取引時確認の徹底について述べた次の文章のうち，適切でな
いものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　個人情報保護法で定める個人情報とは，特定の個人を識別でき，ほかの情報
と容易に照合できるものとされている。

（２）　個人情報を営業店の課長として管理していくための基本の１つとして，個人
情報を漏洩したり紛失したりしないように，「安全管理措置」を講じることが
挙げられる。

（３）　金融機関には，他業態と比べて非常に重い守秘義務が法律で定められている。
（４）　融資予約をしたにもかかわらず，決裁が下りずに融資できない場合，金融機

関が民法上の債務不履行責任に問われることもある。
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情報管理・融資予約・浮貸の防止

正解（3）	 正解率　19.0％	

解　説

（1）適切である。テキスト 2，P54，「情報管理の徹底」参照。

（2）適切である。テキスト 2，P55，「情報管理の徹底」参照。

（3）たしかに金融機関には，他業態と比較すると非常に重い守秘義務があるが，弁護士や医

師のような法的な定めはない。よって適切でない。応用問題。

（4）適切である。テキスト 2，P58，「融資予約・浮貸の防止」参照。

以上のことより，適切でないものは（3）であり，（3）が本問の正解である。
（ 10）農林中金アカデミー

［問 21］　部下の指導・育成について述べた次の文章のうち，適切でないものはい
くつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．営業店の業績目標達成に取り組むには，金融機関全体の事業計画や収益目標と，
その背景にある考え方を理解する必要があり，朝礼や週次，月次の会議などの
際に繰り返し説明していくことが重要である。

Ｂ．複数の案件の中で重要性や緊急性などをもとに順序をつけ，要領良く処理して
いく技術は，マニュアル本やウェブを利用することで最も効率良く身につく。

Ｃ．若手職員が基本的な職務態度を身につけるためには，朝礼，夕礼，週次のミー
ティングなどで，課のメンバー全員に対する指示の徹底や意思統一を図る機会
を設けることが効果的である。

Ｄ．管理者は，メンバーを育てる視点から職員の適性を自分なりに把握することが
重要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 22］　情報管理や取引時確認の徹底について述べた次の文章のうち，適切でな
いものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　個人情報保護法で定める個人情報とは，特定の個人を識別でき，ほかの情報
と容易に照合できるものとされている。

（２）　個人情報を営業店の課長として管理していくための基本の１つとして，個人
情報を漏洩したり紛失したりしないように，「安全管理措置」を講じることが
挙げられる。

（３）　金融機関には，他業態と比べて非常に重い守秘義務が法律で定められている。
（４）　融資予約をしたにもかかわらず，決裁が下りずに融資できない場合，金融機

関が民法上の債務不履行責任に問われることもある。
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優越的地位の濫用・他職への関与制限・士業制限

正解（3）	 正解率　66.0％	

解　説

Ａ．優越的地位の濫用を禁じている根拠となるのは，独占禁止法であり，公正取引委員会所

轄の法令である。よって適切でない。テキスト 2，P58，「優越的地位の濫用の防止」参照。

Ｂ．独占禁止法の内容は，大きく分けて「カルテル」「私的独占」「不公正な取引方法」の 

3 分野で構成され，最も金融機関の営業店に最も関係するのは，不公正な取引方法の中の

優越的地位の濫用である。よって適切でない。テキスト 2，P59，「優越的地位の濫用の防止」

参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2，P59，「優越的地位の濫用の防止」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 2，P60，「他職への関与制限・士業制限の徹底」参照。

以上のことより，適切なものは C．と D．であり，（3）が本問の正解である。

（ 11） 農林中金アカデミー

［問 23］　優越的地位の濫用と他職への関与制限・士業制限について述べた次の文
章のうち，適切なものの組合せを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．優越的地位の濫用を禁じている根拠となるのは，独占禁止法であり，厚生労働
省所轄の法律である。

Ｂ．独占禁止法の内容は，大きく分けて「カルテル」「私的独占」の 2分野で構成
され，金融機関の営業店に最も関係するのは，私的独占の中の優越的地位の濫
用である。

Ｃ．独占禁止法違反が認定された場合，金融機関が損害賠償責任を負うだけでなく，
刑事事件に発展するリスクもある。

Ｄ．税務知識が豊富で，お客様の信頼も厚い職員がお客様の要請に応じて税務申告
書を作成し，お客様に代わって税務署に提出することは税理士法違反となる。

（１）　Ａ．とＢ．
（２）　Ｂ．とＣ．
（３）　Ｃ．とＤ．
（４）　Ａ．とＤ．

［問 24］　事務手続上の留意点について述べた次の文章のうち，適切でないものは
いくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．事務ミスは，リスク管理の視点から「ミスが発生する確率」と「発生によるリ
スク量の把握」といった，より現実的な考え方が主流になりつつある。

Ｂ．事務ミスについて，管理者には，ミスした人間を叱責し，反省させることで根
本的な改善に結び付けていく姿勢が求められる。

Ｃ．通達や連絡文書について，内容を理解したうえで営業店のメンバーに周知徹底
を図ることが管理者に求められる。

Ｄ．部下のケアの徹底において，管理者が最も注意しなければならないのは，職員
による融資金の横領や浮貸などによる不祥事である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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事 務 手 続 上 の 留 意 点

正解（1）	 正解率　34.5％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 2，P64，「①事務ミスへの対応」参照。

Ｂ．ミスをした人間を叱責し，反省させても根本的な改善にはならないため，事務ミスに

ついてはリスク管理の視点で，半年・1 年といくつかのスパンで，課全体で意見を出し合

いながら改善を続けていくだけの心の余裕を持たなければならない。よって適切でない。 

テキスト 2，P65，「①事務ミスへの対応」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2，P65，「②部下への連絡の徹底」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 2，P67，「⑤部下のケアの徹底」参照。

以上のことより，適切でないものは B．であり，（1）が本問の正解である。

（ 11） 農林中金アカデミー

［問 23］　優越的地位の濫用と他職への関与制限・士業制限について述べた次の文
章のうち，適切なものの組合せを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．優越的地位の濫用を禁じている根拠となるのは，独占禁止法であり，厚生労働
省所轄の法律である。

Ｂ．独占禁止法の内容は，大きく分けて「カルテル」「私的独占」の 2分野で構成
され，金融機関の営業店に最も関係するのは，私的独占の中の優越的地位の濫
用である。

Ｃ．独占禁止法違反が認定された場合，金融機関が損害賠償責任を負うだけでなく，
刑事事件に発展するリスクもある。

Ｄ．税務知識が豊富で，お客様の信頼も厚い職員がお客様の要請に応じて税務申告
書を作成し，お客様に代わって税務署に提出することは税理士法違反となる。

（１）　Ａ．とＢ．
（２）　Ｂ．とＣ．
（３）　Ｃ．とＤ．
（４）　Ａ．とＤ．

［問 24］　事務手続上の留意点について述べた次の文章のうち，適切でないものは
いくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．事務ミスは，リスク管理の視点から「ミスが発生する確率」と「発生によるリ
スク量の把握」といった，より現実的な考え方が主流になりつつある。

Ｂ．事務ミスについて，管理者には，ミスした人間を叱責し，反省させることで根
本的な改善に結び付けていく姿勢が求められる。

Ｃ．通達や連絡文書について，内容を理解したうえで営業店のメンバーに周知徹底
を図ることが管理者に求められる。

Ｄ．部下のケアの徹底において，管理者が最も注意しなければならないのは，職員
による融資金の横領や浮貸などによる不祥事である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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貯 金 の 払 戻

正解（3）	 正解率　50.5％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 2，P73，「④貯金者本人による多額の払戻」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 2，P74，「⑤口座名義人の妻など親族による払戻」参照。

Ｃ．貯金通帳・証書の提示または回収をしないで貯金の払戻に応じたからといって，それだ

けで直ちに払戻が無効になるわけではなく，それが正当な貯金名義人本人へ支払われたか

どうかが問題である。よって適切でない。テキスト 2，P75，「⑥通帳を持参していないお

客様への払戻」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 2，P76，「⑥通帳を持参していないお客様への払戻」参照。

以上のことより，適切なものは A．と B．と D．であり，（3）が本問の正解である。

（ 12）農林中金アカデミー

［問 25］　貯金の払戻について述べた次の文章のうち，適切なものはいくつあるか，
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．200 万円を超える大口の現金による払戻については，取引時確認の手続きを経
ていても注意が必要であり，場合によっては，盗難等に対するお客様への注意
喚起やリスク回避のために，支払方法の変更をアドバイスすべきである。

Ｂ．口座名義人以外による貯金の払戻に関するトラブルの多くは，親子間，夫婦間
等の直系親族間のケースと入院または施設に入所している高齢者との取引にお
いて発生している。

Ｃ．貯金通帳・証書の提示または回収をしないで貯金の払戻に応じた場合，直ちに
払戻が無効となる。

Ｄ．便宜払いが認められる主なケースの１つとして，優良な取引先で身元が明らか
であり，担当者・管理者とも面識がある場合が挙げられる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 26］　高齢者名義の貯金への対応について述べた次の文章のうち，適切なもの
を（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　弁済期の到来している貯金について貯金者本人から払戻の請求があった場合，
正当な理由がなく拒絶すると履行遅滞になり，債務不履行による損害賠償責任
が生じる。

（２）　認知症の貯金者の代わりに貯金者の口座の払戻を行いたい，と家族から申出
があった場合，家族には常に代理権が生じるため，払戻に応じてよい。

（３）　認知症の貯金者の入院費を目的に払戻をしたいと家族から申出があった場合，
①貯金者の認知症の事実，②家族であることを証明する公的証書の提出と本人
確認，③入院費の請求書確認，を行ったうえで請求金額を確認し，極力現金で
払戻を行うようにするとよい。

（４）　入院先の施設から貯金者に頼まれて払戻に来たという来店者に対しては，基
本的に「委任状や念書がないと払戻はできない」と断るべきであるが，急を要
する場合は，担当者の判断で対応させる。
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高齢者名義の貯金への対応

正解（1）	 正解率　93.6％	

解　説

（1）適切である。テキスト 2，P77，「ケース① 貯金者の息子から「父は認知症のため来店し
ても払戻はしないでほしい」と申出があった」参照。

（2）認知症の貯金者の代わりに貯金者の口座の払戻を行いたい，と家族から申出があった場
合でも，基本的に家族には代理権はないため，制限行為能力者の登記を受けているか確認
するのが先決である。よって適切でない。テキスト 2，P77，「ケース② 貯金者の娘が来店
して認知症の父親名義の貯金を払い戻したいと申出があった」参照。

（3）認知症の貯金者の入院費を目的に払戻をしたいと家族から申出があった場合，①貯金者
の認知症の事実，②家族であることを証明する公的証書の提出と本人確認，③入院費の請
求書確認，を行ったうえで請求金額を確認し，現金での払戻は極力避け，病院等へ振込に
よって支払うようにするのがよい。よって適切でない。テキスト 2，P78，「②払戻の目的
が入院費の場合」参照。

（4）入院先の施設から貯金者に頼まれて払戻に来たという来店者に対しては，基本的に「委
任状や念書がないと払戻はできない」と断るべきであるが，急を要する場合は，来店者の
行為が貯金者の意思に基づくものであり，後日トラブルにならないことを管理者自身が確
認し，払戻に応じるのが現実的な対応である。よって適切でない。テキスト 2，P79，「ケー
ス③ 施設関係者から「貯金者に頼まれて払戻に来た」と言われた」参照。

以上のことより，適切なものは（1）であり，（1）が本問の正解である。

（ 12）農林中金アカデミー

［問 25］　貯金の払戻について述べた次の文章のうち，適切なものはいくつあるか，
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．200 万円を超える大口の現金による払戻については，取引時確認の手続きを経
ていても注意が必要であり，場合によっては，盗難等に対するお客様への注意
喚起やリスク回避のために，支払方法の変更をアドバイスすべきである。

Ｂ．口座名義人以外による貯金の払戻に関するトラブルの多くは，親子間，夫婦間
等の直系親族間のケースと入院または施設に入所している高齢者との取引にお
いて発生している。

Ｃ．貯金通帳・証書の提示または回収をしないで貯金の払戻に応じた場合，直ちに
払戻が無効となる。

Ｄ．便宜払いが認められる主なケースの１つとして，優良な取引先で身元が明らか
であり，担当者・管理者とも面識がある場合が挙げられる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 26］　高齢者名義の貯金への対応について述べた次の文章のうち，適切なもの
を（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　弁済期の到来している貯金について貯金者本人から払戻の請求があった場合，
正当な理由がなく拒絶すると履行遅滞になり，債務不履行による損害賠償責任
が生じる。

（２）　認知症の貯金者の代わりに貯金者の口座の払戻を行いたい，と家族から申出
があった場合，家族には常に代理権が生じるため，払戻に応じてよい。

（３）　認知症の貯金者の入院費を目的に払戻をしたいと家族から申出があった場合，
①貯金者の認知症の事実，②家族であることを証明する公的証書の提出と本人
確認，③入院費の請求書確認，を行ったうえで請求金額を確認し，極力現金で
払戻を行うようにするとよい。

（４）　入院先の施設から貯金者に頼まれて払戻に来たという来店者に対しては，基
本的に「委任状や念書がないと払戻はできない」と断るべきであるが，急を要
する場合は，担当者の判断で対応させる。
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貯金の差押・振込の取消

正解（3）	 正解率　54.7％	

解　説

（1）適切である。テキスト 2，P82，「⑨貯金の差押」参照。

（2）適切である。テキスト 2，P81，「⑨貯金の差押」参照。

（3）被仕向金融機関の受取人口座への入金記帳が完了した段階での振込の取消については，

組戻はできない。よって適切でない。テキスト 2，P83，「⑩振込の取消」参照。

（4）適切である。テキスト 2，P83，「⑩振込の取消」参照。

以上のことより，適切でないものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 13） 農林中金アカデミー

［問 27］　貯金の差押や振込の取消について述べた次の文章のうち，適切でないも
のを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　差押命令送達時の主な流れは，①受領時刻の記録，②差押命令を開封したう
えで命令内容を確認，③支払停止措置を講じる，である。

（２）　貯金口座への差押命令を受けた場合には，①速やかな支払停止措置の実行，
②差押債務者と口座名義人の同一性の確認，③差し押さえるべき貯金の特定，
について，特に注意する必要がある。

（３）　被仕向金融機関の受取人口座への入金記帳が完了した段階での振込の取消に
ついては，被仕向金融機関に組戻を依頼し，振込金の返還を要請する。

（４）　振込の取消について，内国為替取引においては一度取り組んだ振込取引を取
り消すための手続きが定められており，振込依頼人には「組戻」が，仕向金融
機関には「電文（為替通知）の取消」がそれぞれ認められている。

［問 28］　謝絶時の説明や融資先の査定について述べた次の文章のうち，適切なも
のはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．管理者が謝絶の説明を行うことによって，金融機関として責任のある人が対応
する意味のほかに，担当者の心理的負担を軽減する意味もある。

Ｂ．自己査定では，自 JA・JFのすべての貸出資産を，リスクの高いほうから「非
分類」，「Ⅱ分類」，「Ⅲ分類」，「Ⅳ分類」の 4種類に分ける作業を行う。

Ｃ．自己査定は，金融機関の担当者が自分たち自身で自 JA・JFの貸出資産の内容
を検討し，今の状態を知り，今後の融資政策を練り上げていくためのものであ
る。

Ｄ．自己査定において特別やらなければならない作業は，決算月から時間が経過し
ている企業や決算後に特別な要因が発生して，財務内容が変化している企業な
どからデータを取り受け，システムから出された数字を修正することである。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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謝絶時の説明・融資先の査定

正解（3）	 正解率　39.2％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 2，P87，「②謝絶時の説明」参照。

Ｂ．自己査定では，自 JA・JF のすべての貸出資産を，リスクの低いほうから「非分類」 

「Ⅱ分類」「Ⅲ分類」「Ⅳ分類」の 4 種類に分ける作業を行う。よって適切でない。テキスト 2，

P89，「③自店における融資先の査定」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2，P89，「③自店における融資先の査定」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 2，P89，「③自店における融資先の査定」参照。

以上のことより，適切なものは A．と C．と D．であり，（3）が本問の正解である。

（ 13） 農林中金アカデミー

［問 27］　貯金の差押や振込の取消について述べた次の文章のうち，適切でないも
のを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　差押命令送達時の主な流れは，①受領時刻の記録，②差押命令を開封したう
えで命令内容を確認，③支払停止措置を講じる，である。

（２）　貯金口座への差押命令を受けた場合には，①速やかな支払停止措置の実行，
②差押債務者と口座名義人の同一性の確認，③差し押さえるべき貯金の特定，
について，特に注意する必要がある。

（３）　被仕向金融機関の受取人口座への入金記帳が完了した段階での振込の取消に
ついては，被仕向金融機関に組戻を依頼し，振込金の返還を要請する。

（４）　振込の取消について，内国為替取引においては一度取り組んだ振込取引を取
り消すための手続きが定められており，振込依頼人には「組戻」が，仕向金融
機関には「電文（為替通知）の取消」がそれぞれ認められている。

［問 28］　謝絶時の説明や融資先の査定について述べた次の文章のうち，適切なも
のはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．管理者が謝絶の説明を行うことによって，金融機関として責任のある人が対応
する意味のほかに，担当者の心理的負担を軽減する意味もある。

Ｂ．自己査定では，自 JA・JFのすべての貸出資産を，リスクの高いほうから「非
分類」，「Ⅱ分類」，「Ⅲ分類」，「Ⅳ分類」の 4種類に分ける作業を行う。

Ｃ．自己査定は，金融機関の担当者が自分たち自身で自 JA・JFの貸出資産の内容
を検討し，今の状態を知り，今後の融資政策を練り上げていくためのものであ
る。

Ｄ．自己査定において特別やらなければならない作業は，決算月から時間が経過し
ている企業や決算後に特別な要因が発生して，財務内容が変化している企業な
どからデータを取り受け，システムから出された数字を修正することである。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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業 績 悪 化 先 へ の 対 応

正解（3）	 正解率　49.3％	

解　説

Ａ．事業継続に対する深刻な懸念があり，事業の再建に努力している時期の融資先を担当す

るのは非常に手間がかかるため，担当しているのが若手社員の場合は，状況をにらみつつ

担当を管理者に交代するのが原則である。よって適切でない。テキスト 2，P92，「⑥業績

悪化先への対応」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 2，P92，「⑥業績悪化先への対応」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2，P92，「⑥業績悪化先への対応」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 2，P92，「⑥業績悪化先への対応」参照。

以上のことより，適切なものは B．と C．と D．であり，（3）が本問の正解である。

（ 14）農林中金アカデミー

［問 29］　業績悪化先への対応について述べた次の文章のうち，適切なものはいく
つあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．事業継続に対する深刻な懸念があり，事業の再建に努力している時期の融資先
を担当するのは非常に手間のかかる案件だが，若手職員に経験を積ませる良い
機会でもあるので，若手職員が担当している場合でも，担当は原則交代させな
いようにする。

Ｂ．融資先が直ちに破綻するほどの状況ではないなら，支店長や本部と連携して，
随時事業計画の検証と改善支援を行い，場合によっては公的機関を紹介するな
ど金融機関の枠を超えた対応も必要となる。

Ｃ．融資先の再建が困難だと判断した場合は，負債を残さない形での廃業，Ｍ＆A
や他企業への事業承継など，旧経営陣ができるだけ負担が少ない状態で事業か
ら手を引ける手段を検討する。

Ｄ．事業の継続を断念し，かつ金融機関からの借入の返済が不可能という状況に
なった場合は，管理者は支店長や本部と連携のうえ，貯金や担保となっている
不動産などから，どれくらいの回収が見込めるかを速やかに検証する。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 30］　販売ルールの遵守の確認や高齢のお客様へのセールスについて述べた次
の文章のうち，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　金融機関の説明義務に関しては，金融商品販売法（ 2021 年 11 月に「金融
サービス提供法」に改称・改正）や金融商品取引法，保険業法，消費者契約法
など，複数の法律や規定を守らなければならない。

（２）　担当者が預かり資産を勧誘する際に管理者が同行訪問し，勧誘を横から
チェックすることで，説明責任を果たせるだけの知識やスキルをきちんと備え
ているか，リスクや商品の説明をしっかり行っているかを確認することができ
る。

（３）　高齢のお客様へのセールスについては，本人への説明に加えて，可能な限り
家族に対しても説明することが望ましい。

（４）　高齢のお客様へのセールスにおいて，特に慎重に勧誘を行う必要があるお客
様については，原則として当日の受注はせずに，翌日以降に担当者が受注を行
う。
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販 売 ル ー ル の 遵 守

正解（4）	 正解率　77.8％	

解　説

（1）適切である。テキスト 2，P94，「①販売ルールの遵守の確認」参照。

（2）適切である。テキスト 2，P94，「①預かり資産を勧誘する際に同行訪問する」参照。

（3）適切である。テキスト 2，P97，「②高齢のお客様へのセールス」参照。

（4）高齢のお客様へのセールスにおいて，特に慎重に勧誘を行う必要があるお客様について

は，原則として当日の受注はせずに，翌日以降に役席者が受注を行う。よって適切でない。

テキスト 2，P96，「②高齢のお客様へのセールス」参照。

以上のことより，適切でないものは（4）であり，（4）が本問の正解である。

（ 14）農林中金アカデミー

［問 29］　業績悪化先への対応について述べた次の文章のうち，適切なものはいく
つあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．事業継続に対する深刻な懸念があり，事業の再建に努力している時期の融資先
を担当するのは非常に手間のかかる案件だが，若手職員に経験を積ませる良い
機会でもあるので，若手職員が担当している場合でも，担当は原則交代させな
いようにする。

Ｂ．融資先が直ちに破綻するほどの状況ではないなら，支店長や本部と連携して，
随時事業計画の検証と改善支援を行い，場合によっては公的機関を紹介するな
ど金融機関の枠を超えた対応も必要となる。

Ｃ．融資先の再建が困難だと判断した場合は，負債を残さない形での廃業，Ｍ＆A
や他企業への事業承継など，旧経営陣ができるだけ負担が少ない状態で事業か
ら手を引ける手段を検討する。

Ｄ．事業の継続を断念し，かつ金融機関からの借入の返済が不可能という状況に
なった場合は，管理者は支店長や本部と連携のうえ，貯金や担保となっている
不動産などから，どれくらいの回収が見込めるかを速やかに検証する。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 30］　販売ルールの遵守の確認や高齢のお客様へのセールスについて述べた次
の文章のうち，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　金融機関の説明義務に関しては，金融商品販売法（ 2021 年 11 月に「金融
サービス提供法」に改称・改正）や金融商品取引法，保険業法，消費者契約法
など，複数の法律や規定を守らなければならない。

（２）　担当者が預かり資産を勧誘する際に管理者が同行訪問し，勧誘を横から
チェックすることで，説明責任を果たせるだけの知識やスキルをきちんと備え
ているか，リスクや商品の説明をしっかり行っているかを確認することができ
る。

（３）　高齢のお客様へのセールスについては，本人への説明に加えて，可能な限り
家族に対しても説明することが望ましい。

（４）　高齢のお客様へのセールスにおいて，特に慎重に勧誘を行う必要があるお客
様については，原則として当日の受注はせずに，翌日以降に担当者が受注を行
う。
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販売後のアフターフォロー

正解（2）	 正解率　98.5％	

解　説

（1）適切である。テキスト 2，P100，「①残高が大口の先などは同行訪問する」参照。

（2）高齢のお客様は，記憶力や理解力の低下から何度も説明する必要があり，その分時間が

かかってしまうため，担当者としては足が遠くなってしまいがちだが，担当者は極力訪問

等による面談回数を増やし丁寧な説明をする，管理者はきちんとフォローできているかの

確認に加え，同行訪問による把握が必要である。よって適切でない。テキスト 2，P101，「③

高齢のお客様にアフターフォローしているか確認する」参照。

（3）適切である。テキスト 2，P100，「②担当者の訪問頻度を把握し，対応に問題がないか

確認する」参照。

（4）適切である。テキスト 2，P100，「②担当者の訪問頻度を把握し，対応に問題がないか

確認する」参照。

以上のことより，適切でないものは（2）であり，（2）が本問の正解である。

（ 15） 農林中金アカデミー

［問 31］　販売後のアフターフォローについて述べた次の文章のうち，適切でない
ものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　特にリスク商品の残高が大口の先については，担当者に任せず，管理者自ら
が同行訪問し，関係を築いておく必要がある。

（２）　高齢のお客様は，記憶力や理解力の低下から何度も説明する必要があり，そ
の分時間がかかってしまうため，担当者の訪問等による面談回数を減らし，効
率化する必要がある。

（３）　担当者の訪問頻度の多すぎるお客様について，管理者は担当者主導で乗換販
売が多く行われていないか，適合性の原則等に照らしてふさわしくない販売が
なされていないかなどを確認する必要がある。

（４）　担当者の訪問頻度が少ないまたはゼロのお客様は，現状の運用状況を把握し
ていない可能性があるため，原因を究明し，訪問するように指導することなど
が必要である。

［問 32］　営業店の業務をどのように効率化するかについて述べた次の文章のうち，
適切なものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．日本においては，小売業が世界最高水準の品質管理システムとして QC
（Quality Control）という管理活動体系を根づかせ，現場からの改善活動の象
徴として QC サークルが発展した。

Ｂ．ほかの業種と比べた際の金融機関の営業店におけるメリットは，業務の多様化，
コンプライアンスの強化を踏まえても，業務内容が複雑化しにくいことだとい
える。

Ｃ．過去の業務マニュアルや前任者からの引継ぎにとらわれず，自分なりに工夫し
て能力を伸ばしていくことが，営業店の効率化を進める原動力となる。

Ｄ．効率化委員会のような組織を大々的に立ち上げ，意見を集約して方針を決める
といったやり方は，目に見える効果を得やすく効果的である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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営業店における業務の効率化

正解（1）	 正解率　35.0％	

解　説

Ａ．QCという管理活動体系を根づかせたのは，製造業である。よって適切でない。テキスト2，

P103，「業務の効率化には部下の声をまとめる管理者の存在が不可欠」参照。

Ｂ．金融機関の営業店の業務は多様化，複雑化する傾向にあり，管理者泣かせの職場形態と

もいえる。とはいえ，ほかの業種と比べて，1 つひとつの営業店では，そこにいる全員の

顔が見え，ある程度の性格も把握できることがメリットである。よって適切でない。テキ

スト 2，P103，「業務の効率化には部下の声をまとめる管理者の存在が不可欠」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2，P104，「立場の弱い人や普段目立たない人の意見を優先的に

くみ上げる」参照。

Ｄ．効率化委員会のような組織を大々的に立ち上げ，意見を集約して方針を決めるといった

やり方は，よほど上手く運営しない限り，目に見える成果は認められていない。よって適

切でない。テキスト 2，P105，「立場の弱い人や普段目立たない人の意見を優先的にくみ

上げる」参照。

以上のことより，適切なものは C．であり，（1）が本問の正解である。

（ 15） 農林中金アカデミー

［問 31］　販売後のアフターフォローについて述べた次の文章のうち，適切でない
ものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　特にリスク商品の残高が大口の先については，担当者に任せず，管理者自ら
が同行訪問し，関係を築いておく必要がある。

（２）　高齢のお客様は，記憶力や理解力の低下から何度も説明する必要があり，そ
の分時間がかかってしまうため，担当者の訪問等による面談回数を減らし，効
率化する必要がある。

（３）　担当者の訪問頻度の多すぎるお客様について，管理者は担当者主導で乗換販
売が多く行われていないか，適合性の原則等に照らしてふさわしくない販売が
なされていないかなどを確認する必要がある。

（４）　担当者の訪問頻度が少ないまたはゼロのお客様は，現状の運用状況を把握し
ていない可能性があるため，原因を究明し，訪問するように指導することなど
が必要である。

［問 32］　営業店の業務をどのように効率化するかについて述べた次の文章のうち，
適切なものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．日本においては，小売業が世界最高水準の品質管理システムとして QC
（Quality Control）という管理活動体系を根づかせ，現場からの改善活動の象
徴として QC サークルが発展した。

Ｂ．ほかの業種と比べた際の金融機関の営業店におけるメリットは，業務の多様化，
コンプライアンスの強化を踏まえても，業務内容が複雑化しにくいことだとい
える。

Ｃ．過去の業務マニュアルや前任者からの引継ぎにとらわれず，自分なりに工夫し
て能力を伸ばしていくことが，営業店の効率化を進める原動力となる。

Ｄ．効率化委員会のような組織を大々的に立ち上げ，意見を集約して方針を決める
といったやり方は，目に見える効果を得やすく効果的である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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管 理 者 の 役 割

正解（1）	 正解率　41.9％	

解　説

（1）管理者の役割の 1 つであるリーダーの役割は，自分の組織にとっての目標を明確に示す

ことであり，支店長が示した方向性を具体化させる目標を設定しなければならないため，

管理者には主として縦の調整が求められる。よって適切でない。テキスト 2，P108，「管

理者の役割を認識」参照。

（2）適切である。テキスト 2，P109，「管理者の役割を認識」参照。

（3）適切である。テキスト 2，P110，「管理者の役割を認識」参照。

（4）適切である。テキスト 2，P110，「管理者の役割を認識」参照。

以上のことより，適切でないものは（1）であり，（1）が本問の正解である。

（ 16）農林中金アカデミー

［問 33］　管理者の役割について述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）～
（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者の役割の１つであるリーダーの役割は，自分の組織にとっての目標を
明確に示すことであるが，管理者には主として横の調整が求められており，支
店長が示した方向性を具体化させる目標を設定しなければならない。

（２）　管理者の役割の１つであるフォロワーの役割は，いわゆる補佐役のことであ
り，支店長の意向を受け，その実現のために尽力することが重要な役割だが，
ときには上司に意見具申するのも重要である。

（３）　管理者の役割の１つであるコーディネーターの役割は，同じ組織の中にある
複数の部署の責任者として，自部門の業務執行，成果獲得のための利害調整や
支援・援助を依頼することである。

（４）　管理者の役割の１つであるコーディネーターの役割においては，交渉相手が
同じ管理者であり，組織上の肩書で押し切ることができないので，自部門の利
益ばかりでなく，相手の部門の利益も考慮して上手に交渉することが重要であ
る。

［問 34］　部下のモチベーションアップについて述べた次の文章のうち，適切なも
のはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．欲求段階説によると，安全の欲求とは生命維持のために必要な食事，飲物，睡
眠，住居等を欲する根源的欲求のことである。

Ｂ．欲求段階説によると，社会的欲求とは集団から価値ある存在と認められ，尊重
されることを求める欲求である。

Ｃ．マズローは自己実現をしている人の特徴として，正確な現実判断能力がある，
適切な予想による判断力があるなど，6つの項目を挙げている。

Ｄ．ハーズバーグのモチベーション理論によると，衛生要因は満足感に，動機づけ
要因は不満足に作用するとされている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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部下のモチベーションアップ

正解（1）	 正解率　18.5％	

解　説

Ａ．欲求段階説によると，安全の欲求とは安全性・経済的安定性など秩序だった状態を得よ

うとする欲求のことである。よって適切でない。テキスト 2，P117，「②モチベーション

とは何か理解する」参照。

Ｂ．欲求段階説によると，社会的欲求とは，他人と関わりたい，他者と同じようにしたい，

友情や愛情のある人間関係を構築したいなど集団帰属のことである。よって適切でない。

テキスト 2，P117，「②モチベーションとは何か理解する」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2，P118，「②モチベーションとは何か理解する」参照。

Ｄ．ハーズバーグのモチベーション理論によると，動機づけ要因は満足感に，衛生要因は不

満足に作用するとされている。よって適切でない。テキスト 2，P119，「給与が上がった

だけでは動機づけは起きない」参照。

以上のことより，適切なものは C．であり，（1）が本問の正解である。

（ 16）農林中金アカデミー

［問 33］　管理者の役割について述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）～
（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者の役割の１つであるリーダーの役割は，自分の組織にとっての目標を
明確に示すことであるが，管理者には主として横の調整が求められており，支
店長が示した方向性を具体化させる目標を設定しなければならない。

（２）　管理者の役割の１つであるフォロワーの役割は，いわゆる補佐役のことであ
り，支店長の意向を受け，その実現のために尽力することが重要な役割だが，
ときには上司に意見具申するのも重要である。

（３）　管理者の役割の１つであるコーディネーターの役割は，同じ組織の中にある
複数の部署の責任者として，自部門の業務執行，成果獲得のための利害調整や
支援・援助を依頼することである。

（４）　管理者の役割の１つであるコーディネーターの役割においては，交渉相手が
同じ管理者であり，組織上の肩書で押し切ることができないので，自部門の利
益ばかりでなく，相手の部門の利益も考慮して上手に交渉することが重要であ
る。

［問 34］　部下のモチベーションアップについて述べた次の文章のうち，適切なも
のはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．欲求段階説によると，安全の欲求とは生命維持のために必要な食事，飲物，睡
眠，住居等を欲する根源的欲求のことである。

Ｂ．欲求段階説によると，社会的欲求とは集団から価値ある存在と認められ，尊重
されることを求める欲求である。

Ｃ．マズローは自己実現をしている人の特徴として，正確な現実判断能力がある，
適切な予想による判断力があるなど，6つの項目を挙げている。

Ｄ．ハーズバーグのモチベーション理論によると，衛生要因は満足感に，動機づけ
要因は不満足に作用するとされている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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副支店長に求められるスキル

正解（2）	 正解率　45.6％	

解　説

Ａ．実務面での業務知識は仕事の延長線上にあるもののため，日頃の管理業務をしっかりこ

なしていれば，自分の担当部署の管理業務は身につくが，副支店長には営業店すべての業

務に関する知識が求められるため，担当部署以外の業務にも関心を持ち，積極的に関わる

必要がある。よって適切でない。テキスト 2，P121，「副支店長に求められる個別のスキル」

参照。

Ｂ．適切である。テキスト 2，P122，「副支店長に求められる個別のスキル」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2，P122，「副支店長に求められる個別のスキル」参照。

Ｄ．OJT の本質は，上司による部下育成の意図的な働きかけにあるため，上司が部下に対し

てどのような技能を身につけ，どのような経験をさせたいのかといった方針をしっかり持

ち，部下の能力開発を行うことが重要である。よって適切でない。テキスト 2，P122，「副

支店長に求められる個別のスキル」参照。

以上のことより，適切なものは B．と C．であり，（2）が本問の正解である。

（ 17） 農林中金アカデミー

［問 35］　副支店長へのステップアップに必要なスキルについて述べた次の文章の
うち，適切なものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．実務面での業務知識は仕事の延長線上にあるため，日頃の管理業務をしっかり
こなしていれば，求められているレベルが十分身につく。

Ｂ．部下の能力開発における自己啓発は，学習の傾向に偏りが出てしまうことが多
いため，上手に修正してあげることが重要となる。

Ｃ．部下の能力開発における集合教育は，選抜された本人が研修の意義を正確に理
解できていないと，何となく研修を受けるだけになってしまい，本人の能力開
発につながらないことがあるため注意が必要である。

Ｄ．部下の能力開発における職場研修，いわゆるOJTでは，部下の技能や経験に
ついて上司が方針をしっかり持つよりも，部下の希望に合わせて柔軟に対応す
ることが重要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 36］　部下の様子を見極める方法について述べた次の文章のうち，適切なもの
を（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　お客様との間で円滑なコミュニケーションを取れていれば，お客様と担当者
の会話時間が増加するので，部下が長時間電話していても気にする必要はない。

（２）　部下の不調の原因がプライベートに関する問題だと考えられる場合は，予兆
が出てきづらいため，特に注意して観察する必要がある。

（３）　渉外担当者の部下の観察について，営業店を出る前は準備等で多忙であり，
見極めが難しいため観察を控え，帰店後のデスクワークをしているタイミング
などに注意深く観察すべきである。

（４）　部下の観察のポイントとして，表情で判断できない場合は，動作や様子，声
色，声のボリュームなどを観察することが挙げられる。
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部下の様子を見極める方法

正解（4）	 正解率　67.2％	

解　説

（1）部下が長時間電話をしている場合，原因は①トラブル，②担当者の話が長いだけ，とい

う可能性が考えられるが，いずれにしても原因を把握し，指導する必要がある。よって適

切でない。テキスト 3，P13，「長時間電話していないかチェックする」参照。

（2）プライベートが原因で不調となっている部下は，特に長期にわたって悩みが深まり間違

いなく様子がおかしくなるなど予兆となる変化があるため，そのサインを見逃さないよう

に，注意深く観察することが大切である。よって適切でない。テキスト 3，P10，「①普段

の状態を見極める」参照。

（3）渉外担当者は常にチェックすることが難しいため，営業店を出る前後の比較をするなど

して観察するとよい。よって適切でない。テキスト 3，P12，「②お客様との間でトラブル

等が発生していないかチェックする」参照。

（4）適切である。テキスト 3，P12，「お客様との間でトラブル等が発生していないかチェッ

クする」参照。

以上のことより，適切なものは（4）であり，（4）が本問の正解である。

（ 17） 農林中金アカデミー

［問 35］　副支店長へのステップアップに必要なスキルについて述べた次の文章の
うち，適切なものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．実務面での業務知識は仕事の延長線上にあるため，日頃の管理業務をしっかり
こなしていれば，求められているレベルが十分身につく。

Ｂ．部下の能力開発における自己啓発は，学習の傾向に偏りが出てしまうことが多
いため，上手に修正してあげることが重要となる。

Ｃ．部下の能力開発における集合教育は，選抜された本人が研修の意義を正確に理
解できていないと，何となく研修を受けるだけになってしまい，本人の能力開
発につながらないことがあるため注意が必要である。

Ｄ．部下の能力開発における職場研修，いわゆるOJTでは，部下の技能や経験に
ついて上司が方針をしっかり持つよりも，部下の希望に合わせて柔軟に対応す
ることが重要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 36］　部下の様子を見極める方法について述べた次の文章のうち，適切なもの
を（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　お客様との間で円滑なコミュニケーションを取れていれば，お客様と担当者
の会話時間が増加するので，部下が長時間電話していても気にする必要はない。

（２）　部下の不調の原因がプライベートに関する問題だと考えられる場合は，予兆
が出てきづらいため，特に注意して観察する必要がある。

（３）　渉外担当者の部下の観察について，営業店を出る前は準備等で多忙であり，
見極めが難しいため観察を控え，帰店後のデスクワークをしているタイミング
などに注意深く観察すべきである。

（４）　部下の観察のポイントとして，表情で判断できない場合は，動作や様子，声
色，声のボリュームなどを観察することが挙げられる。
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仕事の遅れている部下への対応

正解（3）	 正解率　20.9％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 3，P20，「無駄な仕事を減らす取組みも積極的に行おう」参照。

Ｂ．部下に最大限に能力を発揮してもらうために，今までに経験したことのない課題を適切

に割り振ることも，部署全体の力を底上げすることにつながるため重要である。よって適

切でない。テキスト 3，P19，「仕事の内容によっては翌日に回させるなど具体的な指示も

必要」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 3，P16，「余裕を持って仕事をするよう部下に指導する」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 3，P19，「仕事の内容によっては翌日に回させるなど具体的な指

示も必要」参照。

以上のことより，適切なものは A．と C．と D．であり，（3）が本問の正解である。

（ 18）農林中金アカデミー

［問 37］　仕事の遅れている部下への対応等について述べた次の文章のうち，適切
なものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．管理者には，目的のために最善の手段を講じる，手続きや報告といった定めら
れたことは実施して，それ以外のことはやらない，限られた時間を最大限必要
なことに費やす，という視点のもと，業務の取捨選択を心がけることが求めら
れる。

Ｂ．部下に効率的かつ最大限に能力を発揮してもらうために，割り振る業務はそれ
までに経験したことのあるものに限定すべきである。

Ｃ．仕事が遅れがちな部下について，ほかの人が関係するものは先に依頼や指示を
しておいて，進捗しているか確認するなどの指導を徹底する必要がある。

Ｄ．管理者の主な仕事の１つは，部署が果たすべき目標を，部下を使っていかに少
ない時間で果たすかであり，そのためには，人員配置や業務分担を常に試行錯
誤する姿勢が求められるため，管理者は全体を俯瞰する視点を持たなければな
らない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 38］　業務を効率化する訪問計画の立案方法について述べた次の文章のうち，
適切でないものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．目標を達成する担当者の特徴として，常に訪問数を追うような活動をしており，
たくさんのお客様にアプローチして案件を見つける姿勢が挙げられる。

Ｂ．目標を達成する担当者は，1回の面談でお客様を見極めようとせず，何度も面
談を行う中で確度の高い顧客かどうかを見極める。

Ｃ．その日の訪問計画を毎朝立てることで，どんなニーズが想定されて，どのよう
に話を展開しようかという準備がしっかりできる。

Ｄ．アポイントが少ない担当者も，営業店内での電話や来店対応を行っているため，
無理に指導する必要はない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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業務を効率化する訪問計画の立案方法

正解（4）	 正解率　9.4％	

解　説

Ａ．目標を達成する担当者の特徴として，たくさんのお客様にアプローチして案件を見つけ
るというよりは，「これは」というお客様に徹底的にアプローチし，成約を獲得すること
が挙げられる。そして，こうした活動の継続により優良顧客を抱えているため，常に訪問
数を追うような活動をしておらず，余裕があり，自分の時間をコントロールしているので
ある。よって適切でない。テキスト 3，P21，「業務を効率化する訪問計画の立案方法」参照。

Ｂ．目標を達成する担当者は，1 回の面談で幅広く情報を収集し，最優先でアプローチすべ
きお客様なのかどうかを見極める。よって適切でない。テキスト 3，P21，「業務を効率化
する訪問計画の立案方法」参照。

Ｃ．当日の朝に立てた訪問計画は，計画性のないものになりがちであるため，前日に立てた
方がよい。よって適切でない。テキスト 3，P22，「アポイントが少ない担当者には注意が
必要」参照。

Ｄ．アポイントが少ない担当者は，営業の基本をまったく理解できておらず良好なコミュニ
ケーションを構築できない，セールスのことしか考えておらずほかの要望には何も応えよ
うとしない，など大きな問題を抱えている可能性もあるため，場合によっては，同行訪問
も含めて手取り足取り再教育が必要となる。よって適切でない。テキスト 3，P23，「アポ
イントが少ない担当者には注意が必要」参照。

以上のことより，適切でないものは A．と B．と C．と D．すべてであり，（4）が本問
の正解である。

（ 18）農林中金アカデミー

［問 37］　仕事の遅れている部下への対応等について述べた次の文章のうち，適切
なものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．管理者には，目的のために最善の手段を講じる，手続きや報告といった定めら
れたことは実施して，それ以外のことはやらない，限られた時間を最大限必要
なことに費やす，という視点のもと，業務の取捨選択を心がけることが求めら
れる。

Ｂ．部下に効率的かつ最大限に能力を発揮してもらうために，割り振る業務はそれ
までに経験したことのあるものに限定すべきである。

Ｃ．仕事が遅れがちな部下について，ほかの人が関係するものは先に依頼や指示を
しておいて，進捗しているか確認するなどの指導を徹底する必要がある。

Ｄ．管理者の主な仕事の１つは，部署が果たすべき目標を，部下を使っていかに少
ない時間で果たすかであり，そのためには，人員配置や業務分担を常に試行錯
誤する姿勢が求められるため，管理者は全体を俯瞰する視点を持たなければな
らない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 38］　業務を効率化する訪問計画の立案方法について述べた次の文章のうち，
適切でないものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．目標を達成する担当者の特徴として，常に訪問数を追うような活動をしており，
たくさんのお客様にアプローチして案件を見つける姿勢が挙げられる。

Ｂ．目標を達成する担当者は，1回の面談でお客様を見極めようとせず，何度も面
談を行う中で確度の高い顧客かどうかを見極める。

Ｃ．その日の訪問計画を毎朝立てることで，どんなニーズが想定されて，どのよう
に話を展開しようかという準備がしっかりできる。

Ｄ．アポイントが少ない担当者も，営業店内での電話や来店対応を行っているため，
無理に指導する必要はない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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プレイングマネージャーとして活動する際に構築する体制

正解（4）	 正解率　86.5％	

解　説

（1）プレイングマネージャーの実践において，管理者が担当エリアを持つなど担当者と同じ
ような位置づけでは，管理者がいる意味がない。あくまで部署の人員構成を見て，重要な
お客様に対応できる部下がいないケースや新規先の開拓を行うケースなど，高度なスキル
が必要な場合に限定すべきである。よって適切でない。テキスト 3，P29，「担当者の力量
を踏まえて引継ぎの方法を考える」参照。

（2）管理者の活動は，あくまで，部署の人員構成を見て，重要なお客様に対応できる部下が
いないケースや新規先の開拓を行うケースなど，高度なスキルが必要なときに限定すべき
である。よって適切でない。テキスト 3，P29，「担当者の力量を踏まえて引継ぎの方法を
考える」参照。

（3）1 週間に 1 回，部下全員の話をまとめて聞こうとしても，まとまった時間の確保が難しく，
内容は端折ったものになり「問題の早期発見と早期対処」という目的が果たせない。最も
重要なのは，毎日部下から報告を受け，課で発生していることを押さえ，未然にトラブル
の芽を摘み取ること，そしてこうした機会を部下の教育やメンバー全員の意識の共有にも
活かしていくことである。よって適切でない。テキスト 3，P31，「部下に当日の行動を報
告させる体制を作る」参照。

（4）適切である。テキスト 3，P31，「営業推進と管理・教育は一体化させることが重要」参照。
以上のことより，適切なものは（4）であり，（4）が本問の正解である。

（ 19） 農林中金アカデミー

［問 39］　プレイングマネージャーとして活動する際に構築する体制について述べ
た次の文章のうち，適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　プレイングマネージャーを実践する際は，管理者自身が担当エリアを持つな
ど担当者と同じような位置づけで動き，成果をあげることによって，部下のお
手本を示すことが非常に重要である。

（２）　プレイングマネージャーとして活動する場合，営業体制を効率化するために
管理者が担当エリアを持つなど担当者と同じような位置づけとし，担当者と切
磋琢磨する体制とすることが重要である。

（３）　プレイングマネージャーが問題の早期発見と早期対処を実現するために最も
重要なのは，週に 1回程度，部下全員の話をまとめて聞く体制を整えることで
ある。

（４）　プレイングマネージャーは，効果的な営業推進の体制を作り，自身の営業活
動を部下に見せることで部下のスキルアップや責任感の醸成にもつなげつつ，
営業実績を向上させるように営業推進と管理・教育を一体化させることが重要
である。

［問 40］　プレイングマネージャーが立てるべきスケジュールについて述べた次の
文章のうち，適切なものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさ
い。

Ａ．新たに発生する重要度の高い案件や，急に起こるトラブルへの対応については，
プレイングマネージャーはメンバーの力量を勘案して，管理者と担当者どちら
が担当するかを速やかに決め，スケジュールに組み込む必要がある。

Ｂ．期の前半では，自身および部下が担当するお客様の中で，当該期に実現させた
い案件の選定に集中するため，来期に実行する案件の選定を行うことは控える
べきである。

Ｃ．期の後半では，案件の実績化に向けた作業を行い，営業店全体の目標や進捗状
況を踏まえて行動することが必要である。

Ｄ．管理者のスケジュールについて，午前にルーティンを行い，午後から渉外活動
をするのが好ましい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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プレイングマネージャーが立てるべきスケジュール

正解（2）	 正解率　59.4％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 3，P35，「案件のルートを新たに作ることもスケジュールに組み

込む」参照。

Ｂ．期の前半では，自身および部下が担当するお客様の中で，当該期に実現させたい案件を

選定し，今期中に確定すべきものなどを選定したうえで来期に実行する案件のスケジュー

ルを決める。よって適切でない。テキスト 3，P36，「大まかなスケジュールを理解したう

えで詳細を決める」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 3，P37，「大まかなスケジュールを理解したうえで詳細を決める」

参照。

Ｄ．午前中にルーティンを行うと，いろいろなことが午前中に起きてしまった結果，午後に

ずれ込み，渉外活動ができなくなる可能性があるため，午前から渉外活動を開始するのが

好ましい。よって適切でない。テキスト 3，P37，「大まかなスケジュールを理解したうえ

で詳細を決める」参照。

以上のことより，適切なものは A．と C．であり，（2）が本問の正解である。

（ 19） 農林中金アカデミー

［問 39］　プレイングマネージャーとして活動する際に構築する体制について述べ
た次の文章のうち，適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　プレイングマネージャーを実践する際は，管理者自身が担当エリアを持つな
ど担当者と同じような位置づけで動き，成果をあげることによって，部下のお
手本を示すことが非常に重要である。

（２）　プレイングマネージャーとして活動する場合，営業体制を効率化するために
管理者が担当エリアを持つなど担当者と同じような位置づけとし，担当者と切
磋琢磨する体制とすることが重要である。

（３）　プレイングマネージャーが問題の早期発見と早期対処を実現するために最も
重要なのは，週に 1回程度，部下全員の話をまとめて聞く体制を整えることで
ある。

（４）　プレイングマネージャーは，効果的な営業推進の体制を作り，自身の営業活
動を部下に見せることで部下のスキルアップや責任感の醸成にもつなげつつ，
営業実績を向上させるように営業推進と管理・教育を一体化させることが重要
である。

［問 40］　プレイングマネージャーが立てるべきスケジュールについて述べた次の
文章のうち，適切なものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさ
い。

Ａ．新たに発生する重要度の高い案件や，急に起こるトラブルへの対応については，
プレイングマネージャーはメンバーの力量を勘案して，管理者と担当者どちら
が担当するかを速やかに決め，スケジュールに組み込む必要がある。

Ｂ．期の前半では，自身および部下が担当するお客様の中で，当該期に実現させた
い案件の選定に集中するため，来期に実行する案件の選定を行うことは控える
べきである。

Ｃ．期の後半では，案件の実績化に向けた作業を行い，営業店全体の目標や進捗状
況を踏まえて行動することが必要である。

Ｄ．管理者のスケジュールについて，午前にルーティンを行い，午後から渉外活動
をするのが好ましい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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ほかのメンバー等に協力をお願いする際の留意点

正解（2）	 正解率　55.9％	

解　説

Ａ．管理者がプレーヤーとして動く場合は，自身に負担がかかるような業務は受け持たない

ようにすべきであり，本部宛ての報告書や各主管項目の関係資料の作成も，部下のスキル

と教育的観点に応じて部下に振り分けるなどの対応が求められる。よって適切でない。テ

キスト 3，P40，「ほかのメンバーにどう協力してもらうか」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 3，P40，「ほかのメンバーにどう協力してもらうか」参照。

Ｃ．回覧物の中には，管理者が見たうえで回覧するものもあるため，当然，省いてよいもの

かどうかの見極めは必要である。よって適切でない。テキスト 3，P41，「①支店長など自

身の上司」参照

Ｄ．適切である。テキスト 3，P42，「③ほかの部署のメンバー」参照。

以上のことより，適切なものは B．と D．であり，（2）が本問の正解である。

（ 20）農林中金アカデミー

［問 41］　プレイングマネージャーがほかのメンバー等に協力をお願いする際の留
意点について述べた次の文章のうち，適切なものはいくつあるか，（１）～
（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．管理者がプレーヤーとして動く場合は，自身に負担がかかるような業務は受け
持たないようにすべきであるが，本部宛ての報告書や各主管項目の関係資料の
作成は，責任を持って管理者が行う必要がある。

Ｂ．本部宛の報告や各主管項目などは，部下のスキルと教育的観点に応じて部下に
振り分け，まずは部下が報告書の作成や主管項目の関係資料を作成するなどの
対応が求められる。

Ｃ．管理者は，回覧物に目を通す業務を一律で省いてしまうなど，自身が関わらな
くてもよい業務を決め，上司に理解してもらう必要がある。

Ｄ．貯金や預かり資産のセールスを行う等で，ほかの部署の主要メンバーに協力者
がいれば，その部署の管理者にお願いしておくだけでなく，当該メンバーにも
協力を依頼しておくのがよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 42］　若手職員への理解について述べた次の文章のうち，適切なものはいくつ
あるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．管理者はいろいろな役割を求められ，かつて以上に多忙を極めているが，忙し
そうにしている管理者に気後れすることなく，何でも質問できる若手職員は少
ないことを理解する必要がある。

Ｂ．現在の営業店では，若手職員にも早期に戦力として機能してもらわないと運営
が立ち行かない場合も多いため，管理者には日常的に厳しく指導し若手の早期
成長を促す姿勢が求められる。

Ｃ．管理者は，安易に対応を指示するだけではなく，部下が自分で考え，答えを見
つけなければならないと気づかせるために質問を投げかけることも，部下の成
長のために必要である。

Ｄ．管理者が最も避けなければならないのは，コミュニケーションを取りづらい雰
囲気を醸成し，部下が報告をしづらくさせることである。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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若 手 職 員 へ の 理 解

正解（3）	 正解率　76.1％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 3，P44，「若手の環境や立場を理解してあげよう」参照。

Ｂ．現在の営業店では，若手職員にも早期に戦力として機能してもらわないと運営が立ち行

かない場合も多いうえ，世代の乖離が大きく心情を吐露できる世代の近い人がいないとい

うことも多い。余裕のない若手職員にねぎらいもなく厳しく指導するのが日常となると，

プライドが傷つき，憔悴してしまう可能性があるため，管理者には丁寧な対応が求められ

る。よって適切でない。テキスト 3，P47，「業務の手順だけでなく理由も教える必要がある」

参照。

Ｃ．適切である。テキスト 3，P46，「部下のキャリアアップのためコミュニケーションを図る」

参照。

Ｄ．適切である。テキスト 3，P45，「若手の環境や立場を理解してあげよう」参照。

以上のことより，適切なものは A．と C．と D．であり，（3）が本問の正解である。

（ 20）農林中金アカデミー

［問 41］　プレイングマネージャーがほかのメンバー等に協力をお願いする際の留
意点について述べた次の文章のうち，適切なものはいくつあるか，（１）～
（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．管理者がプレーヤーとして動く場合は，自身に負担がかかるような業務は受け
持たないようにすべきであるが，本部宛ての報告書や各主管項目の関係資料の
作成は，責任を持って管理者が行う必要がある。

Ｂ．本部宛の報告や各主管項目などは，部下のスキルと教育的観点に応じて部下に
振り分け，まずは部下が報告書の作成や主管項目の関係資料を作成するなどの
対応が求められる。

Ｃ．管理者は，回覧物に目を通す業務を一律で省いてしまうなど，自身が関わらな
くてもよい業務を決め，上司に理解してもらう必要がある。

Ｄ．貯金や預かり資産のセールスを行う等で，ほかの部署の主要メンバーに協力者
がいれば，その部署の管理者にお願いしておくだけでなく，当該メンバーにも
協力を依頼しておくのがよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 42］　若手職員への理解について述べた次の文章のうち，適切なものはいくつ
あるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．管理者はいろいろな役割を求められ，かつて以上に多忙を極めているが，忙し
そうにしている管理者に気後れすることなく，何でも質問できる若手職員は少
ないことを理解する必要がある。

Ｂ．現在の営業店では，若手職員にも早期に戦力として機能してもらわないと運営
が立ち行かない場合も多いため，管理者には日常的に厳しく指導し若手の早期
成長を促す姿勢が求められる。

Ｃ．管理者は，安易に対応を指示するだけではなく，部下が自分で考え，答えを見
つけなければならないと気づかせるために質問を投げかけることも，部下の成
長のために必要である。

Ｄ．管理者が最も避けなければならないのは，コミュニケーションを取りづらい雰
囲気を醸成し，部下が報告をしづらくさせることである。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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若手職員とのコミュニケーション

正解（3）	 正解率　96.3％	

解　説

（1）アポイントがないと自由に外訪できるが，明確な目的を持っていないと，何となく外訪

することになり，漠然とした 1 日になってしまう。よって適切でない。テキスト 3，P69， 

「⑦渉外担当者が外出するケースが少ない」参照。

（2）指示したことができていない部下の場合，期日が近づいてから仕事を進めようとしても

間に合わなくなる可能性が高いので，管理者として最も良くないのは，内容を確認しない

まま放っておくことである。よって適切でない。テキスト 3，P49，「①指示を出したにも

かかわらず仕事ができていない」参照。

（3）適切である。テキスト 3，P52，「②報告の内容が的を射ていない」参照。

（4）自ら話しかけてこない部下には，正直に話してもらうことが重要だが，このとき詰問し

て指示を命じる形になってしまうと，都合の悪いことを話さなくなるかもしれないので，

注意が必要である。よって適切でない。テキスト 3，P63，「⑤自分から話しかけてこない」

参照。

以上のことより，適切なものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 21） 農林中金アカデミー

［問 43］　若手職員とのコミュニケーションにおける管理者に求められる姿勢につ
いて述べた次の文章のうち，適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさ
い。

（１）　外出する機会が少ない渉外担当者は，あらかじめアポイントを取らずに気分
に合わせて自由に外訪するように促して，外出する機会を創出させるとよい。

（２）　指示を出したにもかかわらず仕事ができていない部下には，管理者は詳細な
内容をいちいち確認せず，本人が指示を守らなかったことへの弊害に気づくま
で放っておくべきである。

（３）　報告の内容が的を射ていない部下には，経緯も含め事実を正確に把握できる
ように，事実をそのまま伝えてもらう必要があることを理解させることが重要
である。

（４）　自ら話しかけてこない部下には，詰問して指示を命じる形になってでも，細
大漏らさずすべて正直に話してもらう必要がある。

［問 44］　部下のメンタルへの配慮について述べた次の文章のうち，適切でないも
のを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者は，メンタルの不調が見えたときになってから部下と話す機会を設け
ることで，問題を早期に把握することができる。

（２）　若い世代には管理者の言動は圧倒的なプレッシャーになり，プレッシャーの
ある状態が長引けばメンタル面に悪い影響を与えるので，言動には留意すべき
である。

（３）　表面上は明るく振る舞って，仕事上は普段とあまり変わらないように見えて
いても，実際は深く悩んでいるケースも多いことを，管理者は留意すべきであ
る。

（４）　精神に問題を抱えてしまった部下の症状がひどい場合は，産業医の診断を促
し，診断結果に従うこととなる。
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部下のメンタルへの配慮

正解（1）	 正解率　95.8％	

解　説

（1）管理者は，定期的に話す機会を設けることで，メンタルの不調の兆候が見えたときに問

題を早期に把握することができる。メンタルの不調が見えた時点で話をするのでは，手遅

れになる可能性がある。よって適切でない。テキスト 3，P76，「観察したり話をこまめに

聞くことで部下の様子を把握」参照。

（2）適切である。テキスト 3，P75，「部下のメンタルにも十分注意を払おう」参照。

（3）適切である。テキスト 3，P76，「観察したり話をこまめに聞くことで部下の様子を把握」

参照。

（4）適切である。テキスト 3，P78，「業務負担を減らしたり有給休暇を消化させることも考

える」参照。

以上のことより，適切でないものは（1）であり，（1）が本問の正解である。

（ 21） 農林中金アカデミー

［問 43］　若手職員とのコミュニケーションにおける管理者に求められる姿勢につ
いて述べた次の文章のうち，適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさ
い。

（１）　外出する機会が少ない渉外担当者は，あらかじめアポイントを取らずに気分
に合わせて自由に外訪するように促して，外出する機会を創出させるとよい。

（２）　指示を出したにもかかわらず仕事ができていない部下には，管理者は詳細な
内容をいちいち確認せず，本人が指示を守らなかったことへの弊害に気づくま
で放っておくべきである。

（３）　報告の内容が的を射ていない部下には，経緯も含め事実を正確に把握できる
ように，事実をそのまま伝えてもらう必要があることを理解させることが重要
である。

（４）　自ら話しかけてこない部下には，詰問して指示を命じる形になってでも，細
大漏らさずすべて正直に話してもらう必要がある。

［問 44］　部下のメンタルへの配慮について述べた次の文章のうち，適切でないも
のを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者は，メンタルの不調が見えたときになってから部下と話す機会を設け
ることで，問題を早期に把握することができる。

（２）　若い世代には管理者の言動は圧倒的なプレッシャーになり，プレッシャーの
ある状態が長引けばメンタル面に悪い影響を与えるので，言動には留意すべき
である。

（３）　表面上は明るく振る舞って，仕事上は普段とあまり変わらないように見えて
いても，実際は深く悩んでいるケースも多いことを，管理者は留意すべきであ
る。

（４）　精神に問題を抱えてしまった部下の症状がひどい場合は，産業医の診断を促
し，診断結果に従うこととなる。
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パート職員のモチベーション向上

正解（2）	 正解率　59.9％	

解　説

Ａ．パート職員と良好なコミュニケーションを取るには，JA・JF のパート採用に応募した

動機を把握する必要があるが，営業店の管理者にとっては，採用形態の違いによって対応

が大きく異なることはない。よって適切でない。テキスト 3，P81，「①パート職員のこと

を理解する」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 3，P82，「③パート職員のモチベーションを上げる」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 3，P80，「職員のことを理解しモチベーションの向上を」参照。

Ｄ．金融機関のパート職員には，現役並みの知識を持っている人から初めての人まで様々で

あり，パート職員の仕事上のキャリア（何を，どこまでできるのか）を確認して配属を決

定したり，今後の教育訓練のプログラムを考えたりしなければならない。よって適切でな

い。テキスト 3，P81，「②パート職員のキャリアを確認する」参照。

以上のことより，適切なものは B．と C．であり，（2）が本問の正解である。

（ 22）農林中金アカデミー

［問 45］　パート職員のモチベーション向上について述べた次の文章のうち，適切
なものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．パート職員と良好なコミュニケーションを取るためには，採用形態の違いを把
握する必要があり，金融機関本体で採用しているケースと関連会社が採用して
営業店に派遣するケースでは，対応の仕方も大きく異なってくることに留意す
べきである。

Ｂ．OB・OGがパート職員で復帰した場合など，現役の正規職員よりも経験豊富
で業務知識も十分な人については，一定の範囲で責任ある仕事を任せることも
大切である。

Ｃ．今日ではパート職員への依存度が高まっており，パート職員の人事・労務管理
をおろそかにすると，業務そのものに支障が出る等の大きな問題につながる。

Ｄ．パート職員の仕事上のキャリアに関係なく，配属を決定したり，教育プログラ
ムを考えたりすることが重要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 46］　パート職員と接する際のポイントについて述べた次の文章のうち，適切
なものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．パート職員は，一生懸命仕事をしても給料が上がらないため，「命令・指示ど
おりに仕事をしてもらえばいい」といった割り切りも必要だが，正規職員と同
等の扱いをすることは厳に慎まなければならない。

Ｂ．パート職員の勤務時間帯や出勤予定日については部署単位のみで共有するほか，
回覧物や指示については漏れがないよう工夫を行う。

Ｃ．職務内容に応じて負担を感じる点や負担の程度が異なるため，窓口担当者であ
れば接客で疲れたスタッフを慰労するなどの対応が必要である。

Ｄ．パート職員を「褒める」ことで，特定の人に対し「えこ贔屓している」と悪い
評判が立つ可能性もあるため，管理者の仕事ではなく，部下に任せるべきであ
る。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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パート職員と接する際のポイント

正解（1）	 正解率　43.1％	

解　説

Ａ．「パート職員には，命令・指示どおりに仕事をしてもらえばいい」といった紋切り型の

対応は問題があり，一生懸命仕事をしても給料が上がらないパート職員だからこそ，正規

職員と同等の扱いをするなど，気配りをしなければならない。よって適切でない。テキス

ト 3，P83，「①正規職員と同等の扱いをする」参照。

Ｂ．パート職員の勤務時間帯や出勤予定日については，営業店の全職員に周知しておく必要

があるほか，回覧物や指示については漏れがないよう，正規職員と同等の情報提供を確保

するよう注意が必要である。よって適切でない。テキスト 3，P84，「②勤務形態の違いを

踏まえて対応する」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 3，P84，「③職務内容の違いを踏まえて接する」参照。

Ｄ．たしかにパート職員を「褒める」ことで，特定の人に対し「えこ贔屓している」と悪い

評判が立つ可能性もあるが，褒める（仕事ぶりを「認める」）ことも上司である管理者の

仕事である。よって適切でない。テキスト 3，P86，「⑤仕事ぶりを認める」参照。

以上のことより，適切なものは C．であり，（1）が本問の正解である。

（ 22）農林中金アカデミー

［問 45］　パート職員のモチベーション向上について述べた次の文章のうち，適切
なものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．パート職員と良好なコミュニケーションを取るためには，採用形態の違いを把
握する必要があり，金融機関本体で採用しているケースと関連会社が採用して
営業店に派遣するケースでは，対応の仕方も大きく異なってくることに留意す
べきである。

Ｂ．OB・OGがパート職員で復帰した場合など，現役の正規職員よりも経験豊富
で業務知識も十分な人については，一定の範囲で責任ある仕事を任せることも
大切である。

Ｃ．今日ではパート職員への依存度が高まっており，パート職員の人事・労務管理
をおろそかにすると，業務そのものに支障が出る等の大きな問題につながる。

Ｄ．パート職員の仕事上のキャリアに関係なく，配属を決定したり，教育プログラ
ムを考えたりすることが重要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 46］　パート職員と接する際のポイントについて述べた次の文章のうち，適切
なものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．パート職員は，一生懸命仕事をしても給料が上がらないため，「命令・指示ど
おりに仕事をしてもらえばいい」といった割り切りも必要だが，正規職員と同
等の扱いをすることは厳に慎まなければならない。

Ｂ．パート職員の勤務時間帯や出勤予定日については部署単位のみで共有するほか，
回覧物や指示については漏れがないよう工夫を行う。

Ｃ．職務内容に応じて負担を感じる点や負担の程度が異なるため，窓口担当者であ
れば接客で疲れたスタッフを慰労するなどの対応が必要である。

Ｄ．パート職員を「褒める」ことで，特定の人に対し「えこ贔屓している」と悪い
評判が立つ可能性もあるため，管理者の仕事ではなく，部下に任せるべきであ
る。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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年上のパート職員が部下である

正解（4）	 正解率　71.2％	

解　説

（1）適切である。テキスト 3，P94，「③以前上司だった相手への対応に留意する」参照。

（2）適切である。テキスト 3，P91，「③部下が自分より年上である」参照。

（3）適切である。テキスト 3，P95，「③以前上司だった相手への対応に留意する」参照。

（4）年上だからといって過度に遠慮する必要はないが，管理者であることを笠に着て，年長

者に対して高圧的な態度で対応するということではなく，人生や社会の先輩として敬意を

払う必要がある。よって適切でない。テキスト 3，P92，「②年長者であることに敬意を払う」

参照。

以上のことより，適切でないものは（4）であり，（4）が本問の正解である。

（ 23） 農林中金アカデミー

［問 47］　年上のパート職員が部下である場合の対応について述べた次の文章のうち，
適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　最近まで上司だった人が再雇用の非正規職員で自分の部下となった場合は，
ほかの職員の前で注意・指導するのは逆効果となるため，ほかの職員の目につ
かない場所を選んで話をするのがよい。

（２）　年上のパート職員には，年齢を重ねたことに起因する問題行動や，若年層と
の意思疎通に支障が出ることが指摘され，対応の難しさに悩む管理者は多い。

（３）　年上のパート職員に担当者への指導とノウハウの伝授をお願いする場合，自
分も勉強したいので声をかけるよう依頼すれば，その職員は「頼りにされてい
る」と感じて仕事に前向きになり，管理者の知らないところで勝手に担当者に
口出しされることもなくなることが期待できる。

（４）　管理者として定められた権限と職務に基づいた対応をするために，年上の
パート職員であっても，遠慮したり，敬意を払ったりすることなく，指示・命
令する必要がある。

［問 48］　商品や手続きを部下に徹底する場合の留意点について述べた次の文章の
うち，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　当局からの指導内容や，商品販売における管理体制の強化内容を反映させる
ためのルール変更を，管理者自身が正確に理解しメンバーに徹底させる必要が
ある。

（２）　セールスの手順について，ほかの部署の管理者が不在の場合は新任管理者が
対応しなければならないケースもあり，その際に適切な対応ができないと，法
令違反に問われるだけでなく，JA・JF全体の体制不備の問題にまで発展する
可能性があることを認識する必要がある。

（３）　新商品が頻繁に投入されるうえ，手続きやルールも頻繁に変更されるので，
メンバー全員への徹底は商品をセールスするメンバー自身に委ねるようにする。

（４）　最近では，プレイングマネージャーとして管理者自身が単独でセールスする
場面も増えているため，商品知識や付随する手続き，ルールは理解しておかな
ければならない。
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商品や手続きの部下への徹底

正解（3）	 正解率　95.1％	

解　説

（1）適切である。テキスト 3，P98，「商品や手続きを理解し部下に徹底しよう」参照。

（2）適切である。テキスト 3，P99，「勉強会の開催を任せるなどして部下の意識を高める」

参照。

（3）新商品が頻繁に投入されるうえ，手続きやルールも頻繁に変更されるので，メンバー全

員に徹底するという意識を持っておかないと手続疎漏が発生しかねない。よって適切でな

い。テキスト 3，P99，「勉強会の開催を任せるなどして部下の意識を高める」参照。

（4）適切である。テキスト 3，P99，「勉強会の開催を任せるなどして部下の意識を高める」

参照。

以上のことより，適切でないものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 23） 農林中金アカデミー

［問 47］　年上のパート職員が部下である場合の対応について述べた次の文章のうち，
適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　最近まで上司だった人が再雇用の非正規職員で自分の部下となった場合は，
ほかの職員の前で注意・指導するのは逆効果となるため，ほかの職員の目につ
かない場所を選んで話をするのがよい。

（２）　年上のパート職員には，年齢を重ねたことに起因する問題行動や，若年層と
の意思疎通に支障が出ることが指摘され，対応の難しさに悩む管理者は多い。

（３）　年上のパート職員に担当者への指導とノウハウの伝授をお願いする場合，自
分も勉強したいので声をかけるよう依頼すれば，その職員は「頼りにされてい
る」と感じて仕事に前向きになり，管理者の知らないところで勝手に担当者に
口出しされることもなくなることが期待できる。

（４）　管理者として定められた権限と職務に基づいた対応をするために，年上の
パート職員であっても，遠慮したり，敬意を払ったりすることなく，指示・命
令する必要がある。

［問 48］　商品や手続きを部下に徹底する場合の留意点について述べた次の文章の
うち，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　当局からの指導内容や，商品販売における管理体制の強化内容を反映させる
ためのルール変更を，管理者自身が正確に理解しメンバーに徹底させる必要が
ある。

（２）　セールスの手順について，ほかの部署の管理者が不在の場合は新任管理者が
対応しなければならないケースもあり，その際に適切な対応ができないと，法
令違反に問われるだけでなく，JA・JF全体の体制不備の問題にまで発展する
可能性があることを認識する必要がある。

（３）　新商品が頻繁に投入されるうえ，手続きやルールも頻繁に変更されるので，
メンバー全員への徹底は商品をセールスするメンバー自身に委ねるようにする。

（４）　最近では，プレイングマネージャーとして管理者自身が単独でセールスする
場面も増えているため，商品知識や付随する手続き，ルールは理解しておかな
ければならない。

−48−

信用事業管理者



商 品 知 識 の 習 得

正解（2）	 正解率　49.8％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 3，P102，「①投資信託」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 3，P103，「②個人向け国債」参照。

Ｃ．相続関連のセールスでは，税法だけでなく不動産など幅広い分野に知識が及ぶため，関

連知識も必要であり，管理者自身がそれらを習得したうえで部下に教える必要がある。た

だし，お客様の贈与税の申告書を作成するなど，各種業法に抵触する行動は当然控えなく

てはならない。よって適切でない。応用問題。テキスト 3，P103，「ケース 1 相続関連のセー

ルスを行う場合」，テキスト 2，P60，「他職への関与制限・士業制限の徹底」参照。

Ｄ．住宅ローンやアパートローンの提案では，商品性だけでなく不動産全般の知識が必要で

ある。ただし，担当者がそれらを習得することはなかなか難しいため，管理者が習得した

うえで部下に指導し，部下自身がニーズの発掘から案件の取り込みまで実施できる状態を

作ることが望ましい。よって適切でない。テキスト 3，P104，「ケース 2 住宅ローンの提

案を行う場合」参照。

以上のことより，適切なものは A．と B．であり（2）が本問の正解である。
（ 24）農林中金アカデミー

［問 49］　管理者としての商品知識の習得について述べた次の文章のうち，適切な
ものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．投資信託については，セールスにつながりそうな案件が発生する可能性が高く，
商品知識だけでなく申込みに必要な書類等の把握など，最優先で知識を吸収し
なければならない。

Ｂ．個人向け国債については，種類や金利水準，手続きの方法を把握する必要があ
る。

Ｃ．相続関連のセールスでは，専門性の必要な分野なので，管理者が税務や不動産
に関する知識を習得して部下に伝えたり，お客様の贈与税の申告書を作成した
りする姿を見せる必要がある。

Ｄ．住宅ローンやアパートローンの提案について，お客様は金利や返済方法に関心
があるので，商品性に特化して知識を習得することが大切である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 50］　人脈を活かした情報の集め方について述べた次の文章のうち，適切でな
いものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．様々な部署や営業店に人脈があれば，手続きに迷ったときの相談やほかの営業
店で有効であった運営方法の入手等が可能になり，効果的な組織運営を実現し
やすくなる。

Ｂ．社外の人脈は，税理士であれば具体的なケースなど専門家ならではの解説が期
待でき，地域をよく知る不動産会社であれば，ビジネスにつながる情報が期待
できる。

Ｃ．管理者となると，様々な立場の社外の人と接触する機会が担当者の頃よりも少
なくなるので，これまでに出会った人との関係を大切にする必要がある。

Ｄ．人は基本的に，何かを提供されれば何かを返さなければと思うので，人脈を作
るには相手の欲しがっているものを提供することが効果的である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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人脈を活かした情報の集め方

正解（1）	 正解率　60.1％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 3，P105，「人脈を活用して商品知識等を補おう」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 3，P105，「人脈を活用して商品知識等を補おう」参照。

Ｃ．管理者となると，社外の様々な立場の人と接触する機会が多いので，こうした人との出

会いを大切にして関係を維持できれば，人脈が増え続けることが期待できる。よって適切

でない。テキスト 3，P106，「人脈を活用して商品知識等を補おう」参照

Ｄ．適切である。テキスト 3，P107，「相手の欲しがるものを提供すれば要望に応じてくれ

ることも」参照。

以上のことより，適切でないものは C．であり，（1）が本問の正解である。

（ 24）農林中金アカデミー

［問 49］　管理者としての商品知識の習得について述べた次の文章のうち，適切な
ものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．投資信託については，セールスにつながりそうな案件が発生する可能性が高く，
商品知識だけでなく申込みに必要な書類等の把握など，最優先で知識を吸収し
なければならない。

Ｂ．個人向け国債については，種類や金利水準，手続きの方法を把握する必要があ
る。

Ｃ．相続関連のセールスでは，専門性の必要な分野なので，管理者が税務や不動産
に関する知識を習得して部下に伝えたり，お客様の贈与税の申告書を作成した
りする姿を見せる必要がある。

Ｄ．住宅ローンやアパートローンの提案について，お客様は金利や返済方法に関心
があるので，商品性に特化して知識を習得することが大切である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 50］　人脈を活かした情報の集め方について述べた次の文章のうち，適切でな
いものはいくつあるか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．様々な部署や営業店に人脈があれば，手続きに迷ったときの相談やほかの営業
店で有効であった運営方法の入手等が可能になり，効果的な組織運営を実現し
やすくなる。

Ｂ．社外の人脈は，税理士であれば具体的なケースなど専門家ならではの解説が期
待でき，地域をよく知る不動産会社であれば，ビジネスにつながる情報が期待
できる。

Ｃ．管理者となると，様々な立場の社外の人と接触する機会が担当者の頃よりも少
なくなるので，これまでに出会った人との関係を大切にする必要がある。

Ｄ．人は基本的に，何かを提供されれば何かを返さなければと思うので，人脈を作
るには相手の欲しがっているものを提供することが効果的である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解

問１ ２ 問11 ２ 問21 １ 問31 ２ 問41 ２

問２ ３ 問12 １ 問22 ３ 問32 １ 問42 ３

問３ ２ 問13 ３ 問23 ３ 問33 １ 問43 ３

問４ ２ 問14 ４ 問24 １ 問34 １ 問44 １

問５ １ 問15 ２ 問25 ３ 問35 ２ 問45 ２

問６ １ 問16 ４ 問26 １ 問36 ４ 問46 １

問７ ３ 問17 ３ 問27 ３ 問37 ３ 問47 ４

問８ ４ 問18 １ 問28 ３ 問38 ４ 問48 ３

問９ ４ 問19 ２ 問29 ３ 問39 ４ 問49 ２

問10 １ 問20 ４ 問30 ４ 問40 ２ 問50 １

信用事業管理者

正解一覧表


